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海外招待講演

海外招待講演 I

5月24日㊎　17:00-17:30 第1会場　伊勢の間（松）

座長：柵瀨 信太郎（日本ヘルニア学会 名誉理事長／江東リハビリテーション病院）

OI-1 Effective cheap simple and reliable procedure for primary inguinal hernia: 
the suturless Trabucco repair
Giampiero Campanelli       President of European Hernia Society（EHS）

海外招待講演 II

5月25日㊏　8:40-9:20 第1会場　伊勢の間（松）

座長：吉田 和彦（東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 外科）
稲葉 　毅（東都文京病院 外科）

OI-2 The achievements and shortcomings of the past 2 decades and prospects of Chinese 
Hernia and Abdominal Wall Surgery
Chen Jie Department of Hernia and Abdominal Wall surgery, Beijing Chao-Yang Hospital, 

Capital Medical University

OI-3 Improving Hernia Repair Outcomes through Education and Standardization
Gina Adrales Associate Professor, The Johns Hopkins University School of Medicine

Chief, Division of Minimally Invasive Surgery
Immediate Past-President, Americas Hernia Society

会長講演

5月25日㊏　10:45-11:25 第1会場　伊勢の間（松）

座長：山本 剛史（岐阜県本巣市国民健康保険本巣診療所）

CL-1 ヘルニア手術から学んだこと  そして未来への提言
蜂須賀丈博 第17回日本ヘルニア学会学術集会 会長

市立四日市病院 診療部長
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教育講演

教育講演1

5月24日㊎　10:50-11:20 第1会場　伊勢の間（松）

座長：松本 純夫（独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 外科）

E-1 日本における腹腔鏡下鼠径部ヘルニア手術の歴史と現状
早川　哲史 日本ヘルニア学会 理事長

刈谷豊田総合病院 腹腔鏡ヘルニアセンター

教育講演2

5月24日㊎　11:20-11:50 第1会場　伊勢の間（松）

座長：中嶋 昭（公益財団法人日産厚生会 玉川病院 外科）

E-2 鼠径部切開法の前方到達法における術後疼痛を防ぐための鼠径部解剖の要点
柵瀨信太郎 日本ヘルニア学会 名誉理事長

江東リハビリテーション病院 

教育講演3

5月24日㊎　13:00-13:20 第1会場　伊勢の間（松）

座長：江口 徹（医療法人 原三信病院 外科）

E-3 腹腔鏡手術でわかった新たな鼠径部解剖 ～見えているものがすべて～
川原田　陽 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 外科

教育講演4

5月24日㊎　13:20-13:40 第1会場　伊勢の間（松）

座長：加納 宣康（医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院）

E-4 8Kスーパーハイビジョン技術が医療にもたらす映像革新の新世界
金光　幸秀 国立がん研究センター中央病院 大腸外科
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教育講演5

5月24日㊎　13:40-14:00 第1会場　伊勢の間（松）

座長：木村 泰三（富士宮市立病院）

E-5 ヘルニア手術と外保連  保険診療
瀬戸　泰之 東京大学医学部 消化管外科

教育講演6

5月24日㊎　14:00-14:20 第1会場　伊勢の間（松）

座長：小西 敏郎（東京医療保健大学 医療栄養学科）

E-6 世界の常識  ヘルニアは日帰り手術  運営のポイント
執行　友成 医療法人社団涼友会 執行クリニック、日本短期滞在外科手術研究会

教育講演7

5月25日㊏　15:40-16:40 第1会場　伊勢の間（松）

座長：徳村 弘実（東北労災病院）

E-7 医療裁判ケースファイル  ヘルニア編
田邉　　昇 中村・平井・田邉法律事務所

コーヒーブレイクセミナー

5月25日㊏　9:30-9:50 第1会場　伊勢の間（松）

座長：坂本 昌義（地域医療振興協会 村立東海病院）

BS-1 メディカルイラストレーション の歴史と展望
レオン佐久間 川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部 医療福祉デザイン学科
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国際討論会　International Debate Session

5月25日㊏　9:55-10:40 第1会場　伊勢の間（松）

座長：三澤 健之（東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科） 
和田 則仁（慶應義塾大学医学部 外科学（一般・消化器））

ID-1 Inguinal hernia repair -the “Gyudon” operation
Katsuhito Suwa Department of Surgery, The Jikei University Daisan Hospital
諏訪　勝仁 東京慈恵会医科大学附属第三病院 外科

ID-2 Now we have to notice the big advantage in laparoscopic approach for groin hernia
Nozomi Ueno Department of Surgery, Yodogawa Christian Hospital
植野　　望 淀川キリスト教病院 外科

ID-3 Robotic Surgery
David Lourie Director, Minimally Invasive Surgery, Huntington Memorial Hospital, 

Pasadena, California USA

シンポジウム

シンポジウム1　JHSヘルニアガイドラインの可能性と限界

5月24日㊎　8:10-9:30 第1会場　伊勢の間（松）

座長：堀 孝史（寺田病院 外科）　　　　　　　　　
嶋田 元（聖路加国際病院 ヘルニアセンター）

S1-1 mesh-plug法（MP法）は本当に推奨されない術式なのか? 
～当院のMP法術後合併症の検討から～
長谷川和住 医療法人聖敬会 北仙台はせがわクリニック

S1-2 当院における20年間の術式変遷を元に  患者背景から見た適切な術式選択について
今村　清隆 手稲渓仁会病院 外科

S1-3 ヘルニア専門クリニックにおける診療ガイドラインの捉え方
川崎　篤史 東京ヘルニアセンター 神楽坂D.S.マイクリニック

S1-4 鼠径部ヘルニア専門外来における手術成績
山本　海介 国立病院機構 千葉医療センター 外科

S1-5 JHSヘルニアガイドラインの可能性と限界
太田　智之 千葉徳洲会病院 外科
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S1-6 International Guidelineを踏まえた当院の鼠径ヘルニア修復術 
－ONSTEP法の可能性と問題点－
長谷川拓男 東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 外科

S1-7 質の高い診療ガイドラインとは何か?

嶋田　　元 聖路加国際病院 ヘルニアセンター センター長

シンポジウム2　ヘルニア手術のRegistry & Follow-up

5月24日㊎　9:30-10:50 第1会場　伊勢の間（松）

座長：宮崎 恭介（みやざき外科・ヘルニアクリニック）
小田　 斉（おだクリニック日帰り手術外科）　　

S2-1 Direct Kugel Patch使用症例の術後成績 －アンケート調査より－
本田　善子 東邦大学医療センター大森病院 総合診療・急病センター

S2-2 当院における鼠径部切開法と腹腔鏡下修復術の術後疼痛・社会復帰についての比較
検討
横井　勇真 市立四日市病院 外科

S2-3 鼠径ヘルニア術後3ヶ月以上の経過観察の必要性 －術後慢性疼痛の存在を意識して
後藤健太郎 京都医療センター 外科

S2-4 The establishment, development and preliminary data analysis of Chinese Hernia Registry
Changfu Qin Department of Hernia and Abdominal Wall Surgery, Beijing Chao-Yang hospital, 

Capital Medical University

S2-5 1443例の術後follow up結果の報告
池田　義博 医療法人Gi 岡山そけいヘルニア日帰り手術 Gi外科クリニック

S2-6 2年間1,585症例の半年・1年後までのフォローで再発・対側の早期診断
執行　友成 医療法人社団涼友会 執行クリニック

S2-7 当院における鼠径部ヘルニア手術の症例登録  前向き研究
宮崎　恭介 みやざき外科・ヘルニアクリニック

シンポジウム3　鼠径部ヘルニア教育から始める外科教育

5月24日㊎　14:20-15:40 第1会場　伊勢の間（松）

座長：倉島 庸（北海道大学 クリニカルシミュレーションセンター）
磯部 陽（国立病院機構 東京医療センター 外科）　　　　　　

S3-1 どのようにして  ヘルニアの熱意を伝えるか
鈴木　隆二 筑波胃腸病院
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S3-2 成人鼠径部ヘルニア手術から始める初期臨床研修医外科教育
南　　裕太 藤沢市民病院 消化器外科

S3-3 新人看護師教育におけるハイボリュームTAPP症例への関与と対策
西久保可奈 淀川キリスト教病院 手術室

S3-4 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の指導方法 －ドライラボから自立まで－
吉田　拓人 聖路加国際病院 消化器一般外科 ヘルニアセンター

S3-5 当科における腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術（TAPP）の教育的意義とAdvance Surgeryを
意識した指導方法についての考察
村上　慶洋 市立旭川病院 外科 

S3-6 初心者のための腹腔鏡下鼠径ヘルニア教育：国内外ハンズオンコースの有用性の検証
パウデル サシーム 製鉄記念室蘭病院 外科・消化器外科

S3-7 ラパヘルを基軸とする内視鏡外科教育の試み
西原　佑一 国立病院機構 東京医療センター 外科

シンポジウム4　腹壁瘢痕ヘルニアのBest Practice

5月24日㊎　15:40-17:00 第1会場　伊勢の間（松）

座長：井谷 史嗣（広島市立広島市民病院 外科）  　　　　　　　　　　　　　　
蛭川 浩史（立川メディカルセンター 立川綜合病院 消化器センター 外科）

S4-1 長期成績からみた傍ストーマヘルニアのBest Practice
高橋　賢一 東北労災病院 大腸肛門外科

S4-2 再発させない腹腔鏡下瘢痕ヘルニア修復術ならびに瘢痕ヘルニアをおこさない閉腹法
中野　敢友 広島市立広島市民病院 外科

S4-3 腹壁瘢痕ヘルニアに対するLap/Open-IPOMの治療成績
前本　　遼 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

S4-4 腹腔鏡腹壁瘢痕ヘルニア修復術における筋膜縫合閉鎖の有用性
篠塚　高宏 一宮市立市民病院 外科

S4-5 Best practiceを目指した腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療戦略
嶋田　　元 聖路加国際病院 ヘルニアセンター

S4-6 Endoscopic totally extraperitoneal approach（TEA）for primary ventral hernia repair
Binggen Li The Affiliated Hexian Memorial Hospital of Southern Medical University

S4-7 当科における前方到達法による腹壁瘢痕ヘルニア修復術の治療戦略
竹田　直也 市立四日市病院 外科
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シンポジウム5　安全に施行しうるヘルニア日帰り手術に向けて  安全な日帰り手術のための工夫

5月25日㊏　14:00-15:20 第1会場　伊勢の間（松）

座長：川崎 　篤史（東京ヘルニアセンター 神楽坂D.S.マイクリニック）
長谷川 和住（医療法人聖敬会 北仙台はせがわクリニック）　　　

S5-1 安全な日帰り手術として導入したONSTEP法の短中期成績
柳　　　健 東京デイサージェリークリニック

S5-2 鼠径ヘルニア日帰り手術の現状
森　　和弘 もりクリニック

S5-3 日々これ精進 － “安全” にゴール無し－
池田　義博 医療法人Gi 岡山そけいヘルニア日帰り手術 Gi外科クリニック

S5-4 地方一般病院における日帰り手術の現状  局麻と全麻  d-KugelからTEPまで
武者　信行 済生会新潟病院 外科

S5-5 鼠径ヘルニア日帰り手術で留意すべき術後合併症
小田　　斉 おだクリニック日帰り手術外科

S5-6 当院で行われている成人鼠径部ヘルニア日帰り手術の現況
堀内　　尭 川口市立医療センター 消化器外科

S5-7 当院の安全なヘルニア日帰り手術のための工夫
川崎　篤史 東京ヘルニア・日帰り手術センター 神楽坂D.S.マイクリニック

ビデオシンポジウム

ビデオシンポジウム1　内視鏡外科認定取得者が教える認定のためのコツ

5月24日㊎　8:10-9:30 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：中川 基人（平塚市民病院 外科）
若杉 正樹（大阪労災病院 外科）

VS1-1 2017年度日本内視鏡外科学会技術認定医ヘルニア領域  合格者の傾向
河瀬　　信 倉敷中央病院 外科

VS1-2 技術認定医取得のコツと道のり
友田　佳介 三重北医療センター いなべ総合病院 外科

VS1-3 技術認定医取得を見据えたTAPP手術手技 ～合格ビデオを踏まえて～
小林　敏樹 静岡市立静岡病院 外科・消化器外科
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VS1-4 日本内視鏡外科学会技術認定医（ヘルニア領域）取得のために何が必要か?

若林　正和 相模原協同病院 外科

VS1-5 内視鏡外科技術認定医取得におけるTAPP手技の要点
佐藤　宏彦 JA徳島厚生連 吉野川医療センタ－ 外科

VS1-6 不合格ビデオから学ぶTAPP技術認定
神藤　　修 磐田市立総合病院 消化器外科

VS1-7 TEP法で日本内視鏡外科学会技術認定資格を取得するためのコツ
藤井　　圭 医療法人 原三信病院 外科、佐田厚生会 佐田病院 外科

ビデオシンポジウム2　困難症例に対するヘルニア手術の要点と再発防止の工夫

5月24日㊎　9:30-10:50 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：田中　 穣（済生会松阪総合病院 外科）
松原 猛人（聖路加国際病院）

VS2-1 再発ヘルニアに対する安全な腹腔鏡下手術の要点と再発防止のための初回手術時の
工夫
松原　猛人 聖路加国際病院 消化器・一般外科 ヘルニアセンター

VS2-2 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）の意義とTAPPから
みた再発させない工夫
蛭川　浩史 立川綜合病院

VS2-3 再発症例に対する膨潤TAPP
野村　良平 東北労災病院 消化器外科

VS2-4 TEPを軸に考える再発鼠径ヘルニアの手術  再発鼠径ヘルニア手術症例の検討から
武者　信行 済生会新潟病院 外科

VS2-5 サイズの大きなヘルニアに対するTAPP法の成績と対策
福田　健治 山陰労災病院 外科

VS2-6 大きな陰嚢型鼠径ヘルニアに対するTAPP法の有用性と困難性
田崎　達也 JA広島総合病院 外科

VS2-7 巨大鼠径部ヘルニアに対するTEP法の要点
荻野　信夫 大阪府済生会 富田林病院
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ビデオシンポジウム3　食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下手術

5月24日㊎　13:00-14:20 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：藤原 道隆（名古屋大学医学部附属病院 医療機器総合管理部）
竹村 雅至（景岳会 南大阪病院 内視鏡外科）

VS3-1 再発軽減を目指した腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術の工夫と成績
瀧井麻美子 景岳会 南大阪病院 消化器外科

VS3-2 混合型食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下手術のポイント
小村　伸朗 独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院 外科

VS3-3 GERD/食道裂孔ヘルニアに対する年齢と症状を考慮した腹腔鏡下手術
久保田哲史 広島市立広島市民病院 外科

VS3-4 高度食道裂孔ヘルニア手術における心負荷に着目した新たな手術適応と手術手技の
工夫
田辺　俊介 岡山大学医学部 消化器外科学

VS3-5 巨大食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡手術：当施設における工夫と成績
野村　　務 日本医科大学 消化器外科

VS3-6 巨大食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術の工夫
山道　啓吾 大阪府済生会泉尾病院 外科・消化器外科

ビデオシンポジウム4　前立腺癌術後に発症した鼠径ヘルニアに対する手術法

5月24日㊎　14:20-15:40 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：上村 佳央（多根総合病院 DSセンター）  　　　　　
長江 逸郎（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

VS4-1 根治的前立腺全摘除術後に発症する鼠径ヘルニアについて
馬嶋　　剛 名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学

VS4-2 前立腺癌手術後に生じた鼠径ヘルニアに対する治療戦略
千野　佳秀 第一東和会病院 内視鏡外科センター

VS4-3 当科における前立腺全摘術後に発症した鼠径ヘルニアの検討
笹原　正寛 市立四日市病院 外科

VS4-4 当院における前立腺全摘後の鼠径ヘルニア修復術
幕内　洋介 東京医科大学 消化器外科・小児外科学分野

VS4-5 前立腺全摘後鼠径ヘルニアに対するTAPP法  Plug法  Lichtenstein法
田崎　達也 JA広島総合病院 外科
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VS4-6 当科における前立腺全摘術後鼠径ヘルニアの治療（ハイブリッドメッシュプラグ法）
倉橋真太郎 愛知医科大学 消化器外科

VS4-7 前立腺癌  尿管癌に対する泌尿器科手術後の鼠径ヘルニアに対する高位腹膜切開
アプローチ単孔式TAPPの検討
田上　和夫 うえの病院

ビデオシンポジウム5　いわゆるde novo型鼠径ヘルニアに対する術式の工夫

5月24日㊎　15:40-17:00 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：齊藤 健太（名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器外科学）
長浜 雄志（国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 外科）  　

VS5-1 当教室におけるde novo型 I型ヘルニアに対する手技の工夫
関根　隆一 昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科

VS5-2 いわゆるde novo型鼠径ヘルニアに対する術式の工夫
湯浅　康弘 徳島赤十字病院 外科

VS5-3 当科における  いわゆるde novo型鼠径ヘルニアに対するTAPP術式の工夫
山内　沙耶 淀川キリスト教病院 外科

VS5-4 de novo型鼠径ヘルニアに対するTAPP法における再発防止の工夫としてのsac全翻転と
滑脱脂肪の還納
星野　明弘 東京医科歯科大学 消化管外科学

VS5-5 当院におけるde novoヘルニアに対する前方切開腹膜前修復法
今津　浩喜 医療法人 いまず外科

VS5-6 TEP法によるde novo型鼠径ヘルニアに対する術式の要点
長浜　雄志 国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 外科

VS5-7 de novo型 I型ヘルニアに対する単孔式 TEPの有用性
若杉　正樹 大阪労災病院 外科
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パネルディスカッション

パネルディスカッション1　LPECの成人への適応

5月24日㊎　8:10-9:30 第3会場　朝明の間

座長：和田 英俊（市立島田市民病院 外科） 　　　　　　　　
諸富 嘉樹（田附興風会医学研究所 北野病院 小児外科）

PD1-1 成人鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖術の適応についての
検討
加藤　翔子 愛知医科大学医学部 消化器外科

PD1-2 成人に対するLPECの適応：一小児外科医の私見
水野　　大 岩手医科大学 外科学講座

PD1-3 AYA世代・前立腺癌術後・超高齢者鼠径ヘルニアへのLPEC法の適応拡大 －第2報－
嵩原　裕夫 沖縄ハートライフ病院・ヘルニアセンター

PD1-4 LPECの成人症例への適応はどこまで可能か?

諸冨　嘉樹 田附興風会医学研究所 北野病院 小児外科

PD1-5 若年成人へのLPEC適応を考える
宮木祐一郎 聖隷浜松病院 外科

PD1-6 成人鼠径ヘルニア発症は腹膜鞘状突起の開存に起因するか?

渡邉　高士 泉大津市立病院 消化器内視鏡外科 小児外科

パネルディスカッション2　嵌頓ヘルニアに対する手術の工夫

5月24日㊎　9:30-10:50 第3会場　朝明の間

座長：高山 祐一（大垣市民病院 外科）　
川辺 昭浩（富士宮市立病院 外科）

PD2-1 鼠径部嵌頓ヘルニアに対する治療成績
岡本　和浩 大垣市民病院 外科

PD2-2 嵌頓閉鎖孔ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術
横山　隆秀 信州上田医療センター 外科

PD2-3 当院における嵌頓鼠径ヘルニアに対する治療
原田真之資 刈谷豊田総合病院 消化器・一般外科

PD2-4 鼠径部嵌頓ヘルニア緊急手術症例の検討
奥村　真衣 市立四日市病院 外科
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PD2-5 鼠径部・大腿嵌頓ヘルニアの治療方針について
建部　　茂 鳥取県立中央病院 外科

PD2-6 穿孔を伴わない，鼠径部，閉鎖孔ヘルニア小腸嵌頓に対するhybrid手術
渡邉　卓哉 JA愛知厚生連 江南厚生病院 外科

PD2-7 急性嵌頓ヘルニアに対するclinical prospective trial 
－腹腔鏡アプローチによる嵌頓解除とヘルニア修復術－
千原　直人 日本医科大学武蔵小杉病院 消化器外科

パネルディスカッション3　抗血栓療法施行患者のヘルニア手術

5月24日㊎　13:00-14:20 第3会場　朝明の間

座長：森　 和弘（もりクリニック）  　　　　　　　
渡邉 卓哉（JA愛知厚生連 江南厚生病院 外科）

PD3-1 抗血栓療法施行患者に対する  市中病院での鼠径ヘルニア手術症例（休薬症例）の検討
野々垣　彰 江南厚生病院 外科

PD3-2 Lichtenstein法は抗血栓療法継続下でも安全に施行できる
辛島　龍一 熊本大学 消化器外科

PD3-3 抗凝固・抗血小板薬内服継続下に行う局麻下前方アプローチ法の成績と工夫
木村　泰生 聖隷三方原病院 外科

PD3-4 抗血栓薬継続下での鼠径ヘルニア手術の検討
手嶋　浩也 大垣市民病院

PD3-5 当センターにおける抗血栓療法施行患者の腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術TEP法
杉原　毅彦 佐久総合病院 佐久医療センター

PD3-6 抗血栓療法施行患者のヘルニア手術症例の検討
蛭川　浩史 立川綜合病院

PD3-7 抗血栓薬内服中患者の鼠径ヘルニア手術における出血性合併症についての検討
佐藤　正範 浜松医科大学 外科

パネルディスカッション4　ヘルニア術後疼痛に対する予防策・治療法に関する工夫

5月24日㊎　14:20-15:40 第3会場　朝明の間

座長：渡部 和巨（東京西徳洲会病院 外科）
山田　 誠（岐阜市民病院 外科）　　

PD4-1 TiLENE®メッシュを用いた術後疼痛予防のための手技・工夫
髙田　厚史 高松市立みんなの病院 外科
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PD4-2 リヒテンシュタイン法術後早期神経障害の現状
坂本　一喜 なんば坂本外科クリニック

PD4-3 当院における鼠径ヘルニア日帰り手術術後疼痛の対策
今津　浩喜 医療法人 いまず外科

PD4-4 日帰り手術導入をめざした腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術における鎮痛法の検討
齊藤　卓也 愛知医科大学医学部 消化器外科

PD4-5 当院における術後疼痛軽減への取り組み
新宮　優二 名古屋第二赤十字病院

PD4-6 成人鼠径ヘルニア術後難治性慢性疼痛の系統的治療
成田　匡大 京都医療センター 外科

PD4-7 Chronic Post-Operative Pain Strongly Correlates With Patch Fixation Method Used in 
Tension-Free Inguinal Hernias Repair Under Local Anesthesia
Changfu Qin Department of Hernia and Abdominal Wall Surgery, Beijing Chao-Yang hospital, 

Capital Medical University

パネルディスカッション5　鼠径部ヘルニアの術前診断

5月24日㊎　15:40-17:00 第3会場　朝明の間

座長：東海林 裕（東京医科歯科大学 消化管外科学）
齊藤 卓也（愛知医科大学 消化器外科）　　　

PD5-1 鼠径部ヘルニアの術前診断の有用性 －ヘルニオグラフィーからCT検査へ－
川村　　徹 日産厚生会 玉川病院 外科

PD5-2 鼠径ヘルニア手術における術前CT診断の有用性
金村　剛志 済生会 富田林病院

PD5-3 CTによる鼠径部ヘルニアの術前診断の有用性
和田　則仁 慶應義塾大学医学部 外科学

PD5-4 鼠径部ヘルニアの術前診断における腹臥位単純CTの有用性
田中　　穣 済生会松阪総合病院 外科

PD5-5 当院における鼠径部ヘルニアの術前超音波診断と術後診断
福持　皓介 市立四日市病院 外科

PD5-6 鼠径部ヘルニア術前診断としての超音波検査の有用性
柳　　　健 東京デイサージェリークリニック

PD5-7 鼠径部腫瘤に対する超音波検査の役割
杉浦　孝太 名古屋第一赤十字病院 一般消化器外科
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支部推薦演題

5月24日㊎　8:10-8:42 第4会場　4F ロビー

座長：荻野 信夫（大阪府済生会 富田林病院 外科）
評価者：十川 康弘（上都賀総合病院 外科）　鶴間 哲弘（JR札幌病院 外科）

BR-1 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）導入後7年間の治療成績
山口亜梨紗 前橋赤十字病院 消化器病センター 外科

BR-2 当院における閉鎖孔ヘルニアへの治療 －嵌頓症例に対するエコーガイド下徒手整復
および下腹部正中小切開による腹膜前腔アプローチ手術ー
渡邊　隆嘉 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 外科

BR-3 治療方針に苦慮したTAPP後再発鼠径ヘルニアの1例
渡邉　和英 富山赤十字病院 外科

BR-4 Polysoftによる腹膜前修復後の再発鼠径ヘルニアに対するTAPPの経験
林　　憲吾 石川県立中央病院 消化器外科

5月24日㊎　8:42-9:22 第4会場　4F ロビー

座長：山道 啓吾（大阪府済生会泉尾病院 外科・消化器外科）
評価者：中原 雅浩（JA尾道総合病院 外科・内視鏡外科）

西原　 実（社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 外科 ヘルニアセンター）

BR-5 TAPPにおけるメッシュ背外側の新しい安全な固定手技
添田　暢俊 福島県立医科大学 会津医療センター 外科学講座

BR-6 当院における腹腔内観察を伴うTEP法による不顕性ヘルニアの検討
太田　将仁 春秋会 城山病院 消化器センター 外科

BR-7 肋骨固定によるヘルニア修復術を肝切除と同時に施行した高度肥満肋間ヘルニアの
一例
梅村謙太郎 信州大学医学部 消化器外科

BR-8 当院におけるTAPPのこだわり
櫻庭　一馬 中通総合病院 消化器外科

BR-9 当科でのクーゲル法の教育  指導を受けた立場から
寺井　太一 奈良県総合医療センター 消化器・肝胆膵外科
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5月24日㊎　9:22-10:02 第4会場　4F ロビー

座長：長久 吉雄（公益財団法人倉敷記念大原中央医療機構 倉敷中央病院 外科）
評価者：野村 務（日本医科大学付属病院 消化器外科）　藤野 啓一（明理会中央総合病院 外科）

BR-10 当院における巨大鼠径ヘルニアに対する治療戦略
佐藤　彰記 製鐵記念室蘭病院 外科

BR-11 当院における後期研修医へのTAPP教育の取り組み
坂本友見子 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 外科

BR-12 嵌頓を繰り返す傍ストマヘルニアに対し腹腔鏡下Sugarbaker法にて修復した1例
平井　基晴 新潟市民病院 消化器外科

BR-13 後期研修医による腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の習得への取り組み
新原　健介 JA広島総合病院 外科

BR-14 初回TAPP法を施行したGiant inguinoscrotal herniaの4例
田上　誉史 JA阿南共栄病院 外科

5月24日㊎　10:02-10:34 第4会場　4F ロビー

座長：松田 明久（日本医科大学 消化器外科）
評価者：松谷 毅（日本医科大学 消化器外科）　田上 和夫（うえの病院）

BR-15 ネフローゼ症候群に合併した白線ヘルニア・閉鎖孔ヘルニア・鼠径ヘルニアの一例
赤座　　賢 岐阜県立多治見病院

BR-16 当院の腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療戦略
金子　宜樹 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 外科、筑波大学 消化器外科

BR-17 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術後の異時性対側発症に関する検討
峯　　由華 光晴会病院 外科

BR-18 腹腔鏡下胃切除Roux-en-Y再建術後の内ヘルニア症例の検討
是枝　侑希 産業医科大学 第一外科

5月24日㊎　10:34-11:22 第4会場　4F ロビー

座長：内田 信治（久留米大学医療センター）
評価者：宮地 正彦（中東遠総合医療センター 外科）　岡田 禎人（半田市立半田病院 外科）

BR-19 上行結腸間膜をヘルニア嚢にした傍ストーマヘルニア嵌頓の1例
堀　　義城 浦添総合病院 消化器病センター 外科

BR-20 巨大臍ヘルニアに非還納性鼠径ヘルニアを合併した生後51日目女児に対するLPEC法
仲本　正哉 ハートライフ病院 外科



Hernia Week 2019 Mie

36

BR-21 肥満患者に対する腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の経験
山本　瑛介 埼玉医科大学総合医療センター 消化管一般外科

BR-22 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）を行ったinterparietal herniaの一例
山本　洋太 彩の国 東大宮メディカルセンター 外科

BR-23 内視鏡下コンポーネントセパレーション法を施行した3例
今村　清隆 手稲渓仁会病院 外科

BR-24 CT所見における鼠径ヘルニアとRadoievitch’s angleの特徴  ＜JHS賞受賞演題＞
油木　純一 昴会 東近江市立能登川病院 外科

こにゅうどうくん賞をめざせ！

四日市ヘルニア道場1

5月24日㊎　16:10-16:58 第4会場　4F ロビー

レフェリー：北川 美智子（四谷メディカルキューブ 外科・内視鏡外科）
ジャッジ：水谷 文俊（KKR東海病院 外科）　津村 裕昭（広島市立舟入市民病院 外科）　

政次 俊宏（佐田厚生会 佐田病院 外科）

KA1-1 当院若手外科医による腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の成績
高島　幹展 一宮市立市民病院 外科

KA1-2 若手外科医からみた教育手術としての腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術（TAPP）について
の考察
窪田　武哲 市立旭川病院 外科

KA1-3 後期研修中に経験したTAPP法の手術症例とスキルアップ
小針　　文 東京臨海病院 外科

KA1-4 後期研修医の立場からみた  当院でのSTEP（single-incisional totally extraperitoneal 
repair）手技の有用性
鈴木　悠介 高槻赤十字病院 外科

KA1-5 膀胱へルニアを術前診断し腹腔鏡下に修復した2例
萩原　詢哉 手稲渓仁会病院 外科

KA1-6 抗血栓薬服用患者に対する腹腔鏡下ヘルニア修復術の術後出血および血栓塞栓症の検
討 －続編－
関谷　健太 日本医科大学武蔵小杉病院 消化器外科
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5月24日㊎　16:58-17:46 第4会場　4F ロビー

レフェリー：渋谷 亜矢子（長崎大学大学院医歯薬学研究科 腫瘍外科）
ジャッジ：前田 広道（高知大学医学部附属病院 外科）　西山 徹（笛吹中央病院 外科）　

伊藤 契（公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 外科）

KA2-1 両側鼠径ヘルニアに対して片側アプローチでTAPPを行った一例
鍋島　匡範 新武雄病院 外科

KA2-2 腹腔鏡下手術で治療した嵌頓を伴う巨大鼠径ヘルニアの1例
久保　陽香 福井県立病院 外科

KA2-3 巨大鼠径ヘルニアをInternal Organ Retractor補助下にTAPP法で修復した1例
張野　誉史 市立豊中病院 外科

KA2-4 TAPP法を用いて修復した巨大鼠径ヘルニアの2例
西田　裕紀 山口大学医学部 消化器・腫瘍外科学

KA2-5 膀胱ヘルニアに対してTAPP法を施行した2例
菅澤　　健 山陰労災病院 外科

KA2-6 当院における鼠径部ヘルニア嵌頓症例の検討
宮﨑　麻衣 名古屋医療センター 外科

四日市ヘルニア道場2

5月25日㊏　14:00-14:48 第4会場　4F ロビー

レフェリー：亀井 奈津子（聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科）
ジャッジ：竹内 英司（名古屋第一赤十字病院）　多賀谷 信美（板橋中央総合病院 消化器病センター）　

三好 康敬（医療法人成美会 鈴江病院 外科）

KA3-1 腹腔鏡下に修復し得た鼠径ヘルニア偽還納の1例
上畑　恭平 倉敷中央病院 外科

KA3-2 停留精巣を合併した成人鼠径ヘルニアの1例
荒木　貴代 JA愛知厚生連 海南病院 外科

KA3-3 鼠径ヘルニアと腸骨欠損部ヘルニアに対し膨潤TAPPを施行した一例
平田勇一郎 沖縄協同病院 外科

KA3-4 腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した停留精巣合併鼠径ヘルニアの1例
井本　智博 相模原協同病院 外科

KA3-5 術前CTで膀胱ヘルニアと診断した3例
藤田　純輝 とちぎメディカルセンターしもつが 外科、獨協医科大学病院 第一外科

KA3-6 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後の鼠径ヘルニア：臨床的特徴と予防法の効果
前本　　遼 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



Hernia Week 2019 Mie

38

5月25日㊏　14:55-15:43 第4会場　4F ロビー

レフェリー：本田 善子（東邦大学医療センター大森病院 総合診療・急病センター外科）
ジャッジ：川村 徹（日産厚生会 玉川病院 外科）　望月 能成（小牧市民病院 外科）　

丸山 浩高（市立四日市病院 外科）

KA4-1 当院における閉鎖孔ヘルニアに対する検討 ～ハイブリッド手術の経験～
石黒　　諒 松江市立病院 消火器外科

KA4-2 当科で外科的治療を要した閉鎖孔ヘルニア44例の検討
大関　　瑛 済生会新潟第二病院 外科

KA4-3 大腿ヘルニア嵌頓に起因した虚血性小腸狭窄により遅発性穿孔を来たした一例
柴田　栞里 昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科

KA4-4 当施設における大腿ヘルニア修復術の治療方針
越間　佑介 市立四日市病院 外科

KA4-5 腹会陰式直腸切断術後の会陰ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術の工夫
市丸　千聖 手稲渓仁会病院 外科

KA4-6 腹腔鏡下手術を行った大網裂孔ヘルニアの4例
中條　太郎 市立旭川病院

5月25日㊏　15:43-16:31 第4会場　4F ロビー

レフェリー：亀田 靖子（広島市立舟入市民病院 外科）
ジャッジ：栗栖 佳宏（マツダ株式会社 マツダ病院 外科）　大森 隆夫（鈴鹿中央総合病院 外科）

遠山 信幸（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）

KA5-1 多発性肝嚢胞を伴った腹壁瘢痕ヘルニアの一例
鮫島　一基 鹿児島大学 消化器乳腺甲状腺外科学

KA5-2 ステロイド長期投与患者に発症した腹壁瘢痕ヘルニアに対しIPOM-plus法を施行した
1例
神尾　拓郎 福岡青洲会病院 内視鏡外科・ヘルニアセンター

KA5-3 当院における腹壁瘢痕ヘルニア修復術の検討 
～腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の導入～
黒田　　純 東京医科大学茨城医療センター 外科（消化器）

KA5-4 特殊部位の腹壁瘢痕ヘルニアに対する，前方到達法による修復術の検討
池原　智彦 信州大学 消化器外科

KA5-5 Transversus abdominis muscle release（TAR）法を併用した腹壁瘢痕ヘルニア修復術を
行った1例
藤井友夏里 国立病院機構 千葉医療センター 外科

KA5-6 腹壁瘢痕ヘルニアに対してcomponents separation法を用い腹壁再建を行った5例
杉谷　　純 三井記念病院 外科
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東海こにゅうどうくん賞をめざせ！

第16回日本ヘルニア学会 東海地方会

5月24日㊎　15:00-15:32 第4会場　4F ロビー

司会：長谷川 洋（国家公務員共済組合連合会 東海病院 内視鏡外科手術センター）
評価者：植田 猛（市立島田市民病院 外科）　藤井 幸治（伊勢赤十字病院 外科）

TKA-1 続発性大網捻転症を伴った鼠径ヘルニア嵌頓の1例
禰宜田真史 小牧市民病院 消化器外科

TKA-2 大腿ヘルニア合併の閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対してTAPP法で修復した1例
杉谷　麻未 国立病院機構 名古屋医療センター 外科

TKA-3 大腿ヘルニア嵌頓整復後にヘルニア嚢内に膿瘍形成を来した1例
川北　航平 済生会松阪総合病院 外科

TKA-4 後腹膜腔経路による腰椎前方固定術後1年で発症した左側腹部腹壁瘢痕ヘルニアの
一例
赤尾　希美 鈴鹿中央総合病院 外科

5月24日㊎　15:32-16:04 第4会場　4F ロビー

司会：奥村 徳夫（岐阜県立多治見病院 外科）
評価者：江坂 和大（公立陶生病院 外科）　白子 隆志（高山赤十字病院 外科）

TKA-5 右鼠径ヘルニア術後メッシュと虫垂の同時切除を施行した2例
坂下　勝哉 大垣市民病院 外科

TKA-6 膀胱下腹筋膜と腹膜前筋膜に所属する脂肪織を意識したTAPPにおける内側剥離
岩本　久幸 社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 外科

TKA-7 当院で経験した傍十二指腸ヘルニアの臨床的検討
永田　幸聖 岐阜市民病院 外科

TKA-8 当院におけるロボット支援前立腺後全摘後に発生した鼠径ヘルニアの検討
鍵山　大起 聖隷三方原病院 外科
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冲永賞

5月25日㊏　8:30-8:40 第1会場　伊勢の間（松）

座長：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））
宋 　圭男（日本大学 消化器外科）

AW-1 鼠径ヘルニア術野における知覚神経の走行に関する検討
Positions of sensory nerves in the surgical fields of inguinal hernia repairs　
稲葉　　毅 東都文京病院 外科

第3回鼠径部ヘルニア症例登録コンセンサスミーティング

5月24日㊎　17:30-17:50 第1会場　伊勢の間（松）

座長：早川 哲史（日本ヘルニア学会 理事長／刈谷豊田総合病院 腹腔鏡ヘルニアセンター）
宮崎 恭介（みやざき外科・ヘルニアクリニック）

CM-1 National Clinical Databaseにおける鼠径部ヘルニア手術 
～ Annual Report 2011-2017～
宮崎　恭介 日本ヘルニア学会・症例登録委員会
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一般演題

一般演題1　ロボットヘルニア

5月25日㊏　8:00-8:24 第1会場　伊勢の間（松）

座長：松本 純夫（独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 外科）
堀口 明彦（藤田医科大学 ばんたね病院 外科）

O1-1 ロボット支援腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（R-TAPP）は普及するか?

峯田　　章 千葉愛友会記念病院 外科

O1-2 ロボット支援下鼠径ヘルニア修復術の導入
嶋田　　元 聖路加国際病院 ヘルニアセンター、聖路加国際病院 消化器・一般外科

O1-3 当院におけるロボット支援下鼠径ヘルニア根治術の導入経験
齊藤　卓也 愛知医科大学医学部 消化器外科

一般演題2　腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（手技）

5月25日㊏　8:00-8:48 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：松村 　勝（共愛会 戸畑共立病院）
田澤 賢一（新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科）

O2-1 技術認定取得のためのTAPP手術手技
中野　敢友 広島市立広島市民病院 外科

O2-2 TAPPにおける腹膜縫合のKnacks and Tips
林　　憲吾 石川県立中央病院 消化器外科

O2-3 膨潤TAPPでJSES技術認定医の合格を目指そう！腹膜剥離を意識することが合格への
近道
田澤　賢一 新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科

O2-4 内視鏡外科技術認定の審査コメントから作成したTAPPのチェックポイントと工夫
濱田　哲宏 宝塚市立病院 外科

O2-5 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の定型化 ～膨潤TAPPとSandwich approach法～
岡本　辰哉 福岡徳洲会病院 外科

O2-6 膨潤TAPPで内視鏡外科学会技術認定医に挑む
松村　　勝 共愛会 戸畑共立病院
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一般演題3　腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（治療法及び成績）

5月25日㊏　8:48-9:36 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：川下 雄丈（医療法人青洲会 福岡青洲会病院 内視鏡外科・ヘルニアセンター）
亀山 哲章（国家公務員共済組合連合会 立川病院 外科）

O3-1 鼠径部ヘルニア嵌頓による腸管壊死に対する腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP法）の治療
戦略
片岡　　淳 春秋会 城山病院 消化器センター外科

O3-2 当院の腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）導入後の治療成績および5年追跡調査
渡野邉郁雄 順天堂大学練馬病院 総合外科

O3-3 細径鉗子を用いた神経ブロック併用膨潤TAPP法の試み
川下　雄丈 福岡青洲会病院 内視鏡外科・ヘルニアセンター

O3-4 嵌頓鼠径・大腿ヘルニアに対する治療戦略の工夫  TAPP法の立場から
田上　誉史 阿南共栄病院 外科

O3-5 前立腺術後の鼠径ヘルニアに対するTAP法の成績
小西　晃造 広島赤十字・原爆病院 外科

O3-6 TAPPにおける吊り上げ法の応用
太枝　良夫 千葉県済生会 習志野病院 外科

一般演題4　腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（稀な症例に対する治療）

5月25日㊏　9:36-10:16 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：吉岡 慎一（八尾市立病院 外科）
高木 　剛（西陣病院 外科）

O4-1 術前診断できTAPPで修復を行った女性の膀胱ヘルニアの1例
川崎健太郎 高槻病院 消化器外科

O4-2 当院で施行した腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術におけるオカルト膀胱上ヘルニア修復の
検討
柳垣　　充 AOI国際病院 消化器・一般外科

O4-3 TAPP法＋前方アプローチ（Hybrid手術）を行った成人Nuck管水腫3例の検討
久保田竜生 国立病院機構 熊本医療センター 外科

O4-4 後腹膜腔脱気チューブを使用した腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）
吉澤　隆裕 信州上田医療センター

O4-5 TAPPと前方切開の併用でヘルニア根治と水腫摘出を行った子宮内膜症を伴う
Nuck管水腫の1例
三竹　泰弘 春日井市民病院 外科
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一般演題5　食道裂孔ヘルニア

5月25日㊏　13:00-13:32 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：瀧井麻美子（景岳会 南大阪病院）
星野　明弘（東京医科歯科大学 消化管外科学）

O5-1 腹腔鏡下食道裂孔縫縮術における再発防止を目的とするBarbed sutureを用いた
胃固定術の手術手技
竹村　雅至 景岳会 南大阪病院 外科

O5-2 腹腔鏡下手術により慢性咳嗽が改善した食道裂孔ヘルニアの1例
久留宮康浩 豊田厚生病院 外科

O5-3 upside-down stomach型胃軸捻転を伴う巨大食道裂孔ヘルニアに対し腹腔鏡下修復術
を施行した1例
成島　一夫 帝京大学ちば総合医療センター 外科

O5-4 当科における腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術の検討
奥村　直樹 岐阜市民病院 外科

一般演題6　de novo型ヘルニア

5月25日㊏　13:32-14:12 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：進　 誠也（医療法人 光晴会病院 外科）
今村 清隆（手稲渓仁会病院 外科）

O6-1 手術解剖を意識したde novo型鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術
岡本　信彦 さいたま市立病院 外科

O6-2 デノボ型鼠径ヘルニアに対するtransabdominal preperitoneal repair: TAPPの工夫
蛭川　浩史 立川綜合病院

O6-3 腹膜鞘状突起に着目したde novo型鼠径ヘルニアのTAPP法による治療戦略
中田　亮輔 日本医科大学武蔵小杉病院 消化器外科

O6-4 TAPP法におけるde novo型 I型鼠径ヘルニアに対するアプローチ方法
阿部　紘丈 市立旭川病院 外科

O6-5 Secondary internal inguinal ringの内側から発生したII型類似のde novo型 I型ヘルニア
仲地　　厚 豊見城中央病院 外科



Hernia Week 2019 Mie

44

一般演題7　再発鼠径ヘルニアに対する治療

5月25日㊏　14:12-14:44 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：小杉 千弘（帝京大学ちば総合医療センター 外科）
千原 直人（日本医科大学 武蔵小杉病院 消化器外科）

O7-1 再発性鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア手術（TAPP）の有用性
曽我　耕次 JCHO 神戸中央病院 外科

O7-2 再発鼠径ヘルニアに対する手術
金廣　哲也 広島市立舟入市民病院

O7-3 再発鼠径ヘルニアに対するTAPP法の工夫
高野　祥直 総合南東北病院 外科

O7-4 再発ヘルニアに対する術式の要点と腹膜前脂肪の扱いを重視した再発防止の工夫
星野　明弘 東京医科歯科大学 消化管外科学

一般演題8　前立腺術後治療

5月25日㊏　14:44-15:32 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：川中 博文（国立病院機構 別府医療センター 臨床研究部、消化器外科）
来見 良誠（独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 外科）

O8-1 ロボット支援下に前立腺全摘と鼠径ヘルニア根治術を同時に行った1例
楠元　英次 九州医療センター 消化管外科・臨床研究センター

O8-2 ロボット支援下前立腺全摘後の鼠径ヘルニアに対する修復術の検討
浦上　　淳 川崎医科大学総合医療センター 外科

O8-3 前立腺全摘後鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下根治術の工夫 －高位腹膜切開法
山本　　徹 島根大学医学部 消化器・総合外科

O8-4 前立腺癌術後鼠径部ヘルニアに対するTAPP手技
大内　昌和 順天堂大学医学部附属浦安病院 消化器一般外科

O8-5 恥骨後式前立腺全摘術既往の有無によるLichtenstein法治療成績の比較検討
加藤　悠人 平塚市民病院 外科

O8-6 前立腺全摘術後、人工血管バイパス術後に発症した鼠径ヘルニアの1手術例
藤原　理朗 高松赤十字病院 消化器外科
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一般演題9　閉鎖孔ヘルニア

5月25日㊏　15:32-16:20 第2会場　伊勢の間（梅）

座長：小島 成浩（彩の国東大宮メディカルセンター 外科）
野澤 雅之（市立島田市民病院 外科）

O9-1 嵌頓閉鎖孔ヘルニアに対する用手還納後腹腔鏡下手術の有用性の検討
甲賀　淳史 富士宮市立病院 外科

O9-2 当教室での閉鎖孔ヘルニアに対するフラットメッシュを用いた腹腔鏡下腹膜前修復の
工夫
小山　英之 昭和大学藤が丘病院 外科

O9-3 腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア修復術における逆M法の経験
古北　由仁 高知赤十字病院 外科

O9-4 非観血的整復後に待機的腹腔鏡下修復術を施行した若年男性の両側閉鎖孔ヘルニアの
1例
大谷　将秀 旭川医科大学 外科学講座

O9-5 非観血的整復術後待機的に腹腔鏡下修復術を施行した両側閉鎖孔ヘルニアの1例
末次　智成 岐阜大学医学部 腫瘍外科

O9-6 自然整復され待機的に腹腔鏡下修復術を行った閉鎖孔ヘルニアの1例
伊地知正賢 東京山手メディカルセンター 消化器外科

一般演題10　まれな腹壁ヘルニア -1

5月25日㊏　8:00-8:40 第3会場　朝明の間

座長：梅邑 　晃（岩手医科大学 外科）
佐藤 正範（浜松医科大学 一般消化器外科）

O10-1 腰ヘルニアの1手術症例
新垣　淳也 浦添総合病院 消化器病センター 外科

O10-2 腰三角ヘルニアの一例
小倉　礼那 川崎協同病院 外科

O10-3 腰ヘルニアの2例
三浦　義夫 益田赤十字病院 外科

O10-4 右鼠径部に発生したSpigelヘルニアに対し腹腔鏡下修復術を施行した1例
八幡　和憲 松波総合病院 外科

O10-5 当院で経験したSpigelヘルニアの3例
竹原　裕子 総合病院 三原赤十字病院 外科
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一般演題11　まれな腹壁ヘルニア -2

5月25日㊏　8:40-9:28 第3会場　朝明の間

座長：山本 海介（国立病院機構 千葉医療センター 外科 消化器外科）
小林 敏樹（静岡市立静岡病院 外科・消化器外科）

O11-1 腹腔鏡下修復術を行った開心術後の剣状突起下瘢痕ヘルニアの1例
吉村　哲規 東京都立大塚病院 外科

O11-2 腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術後の会陰ヘルニアに対して修復術を施行した一例
須知健太郎 京都九条病院 外科

O11-3 直腸切断術後の再発会陰ヘルニアに対して子宮フラップを用いて腹腔鏡下に修復した
一例
水野　　礼 京都大学 消化管外科

O11-4 閉鎖孔ヘルニア嵌頓に合併した坐骨ヘルニア・大腿ヘルニアに対し腹腔鏡下修復術を
行った1例
関口久美子 日本医科大学千葉北総病院 外科・消化器外科

O11-5 審査腹腔鏡により診断した膀胱上窩ヘルニアの1例
神尾健士郎 藤田医科大学 ばんたね病院 外科

O11-6 交通外傷による骨盤骨折が契機となり発症した左外鼠径ヘルニアの一例
細野　雅義 愛仁会 高槻病院 消化器外科

一般演題12　腹壁瘢痕ヘルニア

5月25日㊏　9:28-10:24 第3会場　朝明の間

座長：中林 幸夫（川口市立医療センター 消化器外科）
川村 英伸（岩手県立二戸病院 外科）

O12-1 ヘルニア嚢先行アプローチによる腹壁瘢痕ヘルニア修復術
大谷　　裕 国立病院機構 米子医療センター 消化器外科

O12-2 腹壁瘢痕ヘルニアに対するHybrid手術の工夫と治療成績
宋　　圭男 日本大学医学部 消化器外科

O12-3 腹腔鏡を用いた腹壁瘢痕ヘルニアに対するTailor Made Surgery
長浜　雄志 国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 外科

O12-4 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の手術成績検討と課題
森　　　理 徳島赤十字病院 外科

O12-5 腹壁瘢痕ヘルニアに対するPosterior CS＋TARを用いた修復術
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
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O12-6 当院におけるEndoscopic preperitoneal/reteromuscular ventral hernia repair
（with extraperitoneal approach）の治療成績
当間　宏樹 医療法人 原三信病院

O12-7 恥骨上巨大腹壁瘢痕ヘルニアに対するSix Pack Methodを用いたIPOM plus
肥田　侯矢 京都大学 消化管外科

一般演題13　日帰り手術

5月25日㊏　13:00-13:32 第3会場　朝明の間

座長：当間 宏樹（医療法人 原三信病院）
田村 孝史（筑波胃腸病院）

O13-1 当科で行っている小児ヘルニア手術の日帰り手術の現況について
林　　　豊 東京医科大学 消化器・小児外科学分野、戸田中央総合病院 外科

O13-2 安全に施行しうるヘルニア日帰り手術の麻酔方法の工夫
田村　孝史 筑波胃腸病院

O13-3 TAPブロックを併用した、完全局所麻酔下Lichtenstein法による日帰り手術
古谷　元宏 立川綜合病院 外科、山梨大学医学部 外科学講座 第一教室

O13-4 日帰り手術を予定通りに実施し帰宅してもらうための対策
坂本　一喜 なんば坂本外科クリニック

一般演題14　術前診断

5月25日㊏　13:32-14:12 第3会場　朝明の間

座長：朝蔭 直樹（津田沼中央総合病院 外科）
大澤 一郎（JA三重厚生連 松阪中央総合病院 外科）

O14-1 鼠径部ヘルニアにおける超音波診断の有用性に関する検討
佐藤　正範 浜松医科大学 消化器・一般外科

O14-2 鼠径部ヘルニアの術前エコー診断 －当院における術前診断の現状－
山田　　誠 岐阜市民病院 外科

O14-3 術前画像検査が鼠径部ヘルニア術後成績に及ぼす影響
高地　良介 東邦大学医療センター大森病院 総合診療急病センター 外科

O14-4 鼠径ヘルニアの術前CTによるヘルニア分類の診断と有用性 －TAPP症例での検討－
北川　一智 京都九条病院 消化器外科

O14-5 鼠径ヘルニア術前診断におけるHerniography
長浜　雄志 九段坂病院 外科
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一般演題15　抗血栓療法患者に対する治療戦略

5月25日㊏　14:12-14:44 第3会場　朝明の間

座長：田崎 達也（JA広島総合病院 外科）
和田 寛也（福岡歯科大学医科歯科総合病院 外科）

O15-1 抗凝固・抗血小板療法施行中のヘルニア手術患者に対する周術期管理およびその成績
山崎　將典 静岡市立清水病院 外科

O15-2 ヘパリン化後待機的腹腔鏡下ヘルニア修復術施行し脳梗塞を再発した血液抗凝固薬
投与例
大石　英人 独立行政法人国立病院機構 村山医療センター 外科

O15-3 抗血栓療法症例に対する鼠径部ヘルニア修復術の検討
栗栖　佳宏 マツダ病院 外科

O15-4 抗血栓療法中の鼠径部ヘルニア症例に対する膨潤TAPP法の安全性
田澤　賢一 新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科

一般演題16　術後フォローアップ

5月25日㊏　14:44-15:24 第3会場　朝明の間

座長：清水 智治（滋賀医科大学 外科学講座 消化器・乳腺・一般外科）
成田 匡大（京都医療センター 外科）

O16-1 鼠径部ヘルニア術後の至適フォローアップ期間についての検討
鈴木　　寛 公立陶生病院 外科

O16-2 TAPP術後アウトカムの検討
奥田　善大 済生会松阪総合病院 外科

O16-3 鼠径部ヘルニア術後長期成績に関する術後アンケート調査
パウデル サシーム 製鉄記念室蘭病院 外科

O16-4 鼠径ヘルニア手術に対する郵送アンケートによるフォローアップ295例とその検討
鶴井　一茂 東京医科大学 消化器・小児外科学講座

O16-5 当院における成人鼠径部ヘルニア手術の術後フォローアップと治療成績
原田　芳邦 昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科
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一般演題17　ヘルニア手術教育

5月25日㊏　15:24-16:04 第3会場　朝明の間

座長：横山 隆秀（独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター 外科）
仲地 　厚（社会医療法人 豊見城中央病院 外科）

O17-1 ガーゼ剥離と膨潤TAPPを用いた腹腔鏡手術教育システムの有効性
柏原　秀也 徳島大学 消化器・移植外科

O17-2 外科修練医教育としてのTAPP
成田　　潔 桑名市総合医療センター

O17-3 他施設へのTAPP導入に対する指導経験とピットフォール
吉岡　慎一 八尾市立病院 外科

O17-4 当院における、後期・初期研修医に対する鼠径部ヘルニア手術の教育法
中林　幸夫 川口市立医療センター 消化器外科

O17-5 若手外科医はTAPPで腹腔鏡手術の基本を習得する
中原　雅浩 JA尾道総合病院 外科・内視鏡外科

一般演題18　内ヘルニア

5月25日㊏　16:04-16:44 第3会場　朝明の間

座長：大坪 毅人（聖マリアンナ医科大学 外科学（消化器一般外科））
久下 博之（奈良県立医科大学 消化器・総合外科）

O18-1 術前診断し得たWinslow孔ヘルニアの1例
水戸　正人 新潟県立中央病院 外科

O18-2 S状結腸間膜窩ヘルニアによるイレウスに対して緊急手術を施行した2例
松井　大輔 金沢赤十字病院 外科

O18-3 早期診断により腸管切除を免れたS状結腸間膜窩ヘルニア嵌頓の1例
神部　宏幸 神戸市立医療センター中央市民病院 外科

O18-4 待機的に腹腔鏡下手術を行った傍十二指腸ヘルニアの一例
武田　洋平 中濃厚生病院 外科

O18-5 婦人科骨盤内リンパ節郭清後の外腸骨動脈が基点の内ヘルニアを腹腔鏡下で修復した
1例
松原　孝明 神戸医療センター中央市民病院 外科



Hernia Week 2019 Mie

50

ポスター

ポスター 1　小児・AYA世代

5月24日㊎　15:00-15:30 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：渡邉 高士（泉大津市立病院 外科 内視鏡外科 小児外科）

P1-1 Laparoscopic internal ring high ligation surgery for treatment of pediatric inguinal　hernia 
（PIH）——16 years evolution in a Chinese institute
Binggen Li The Affiliated Hexian Memorial Hospital of Southern Medical University

P1-2 小児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の手術当日退院の検討
村瀬　成彦 名古屋第一赤十字病院 小児外科

P1-3 当院における小児鼠径ヘルニア症例の検討
橋本　　清 三重県立総合医療センター 小児外科、三重県立総合医療センター 消化器・一般外科

P1-4 当院での小児外鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡手術の経験
吉田　志帆 聖隷浜松病院 外科

P1-5 AYA世代の鼠径ヘルニアに対する治療方針
亀山　哲章 KKR 立川病院 外科

ポスター 2　教育1

5月24日㊎　15:30-15:54 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：小林 裕幸（名鉄病院 外科）

P2-1 Component separation法，特にTransversus abdominis muscle release（TAR）法の
カダバーおよび動物（ぶた）モデルの開発と有用性
井谷　史嗣 広島市立広島市民病院 外科

P2-2 関西圏における成人鼠径ヘルニア手術の教育について
（第13回関西ヘルニア研究会アンケート）
石川　博文 奈良県総合医医療センター 外科、奈良県総合医医療センター 手術部

P2-3 当院におけるヘルニア手術教育
盛　　直生 山形県立中央病院 外科

P2-4 シミュレーターによるTAPPに対する腹膜縫合のトレーニング法の工夫
冨田　雅史 岸和田徳洲会病院 外科
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ポスター 3　教育2

5月24日㊎　15:54-16:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：石崎 雅浩（岡山労災病院 外科）

P3-1 当院における若手医師への腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP）の導入
堀部　文倫 東京女子医科大学 八千代医療センター 消化器外科

P3-2 当院における腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP）の導入
小出　紀正 新潟県済生会 三条病院

P3-3 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（TAPP）習熟におけるラーニングカーブ
金森　　明 JA静岡厚生連 静岡厚生病院

P3-4 内視鏡外科技術認定取得への取り組み
神谷潤一郎 松戸市立総合医療センター 外科

ポスター 4　内ヘルニア

5月24日㊎　15:00-15:30 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：堀川 昌宏（帝京大学医学部附属病院 外科）

P4-1 術前診断し得た子宮広間膜内ヘルニアの1例
岸本　幸也 宗像水光会総合病院 外科

P4-2 内ヘルニアで発症した膀胱上窩ヘルニアに対してTAPPによる修復を行った1例
柿下　大一 岡山医療センター 外科

P4-3 腹腔内経路でのS状結腸人工肛門造設後、挙上結腸外側に胃が嵌入した内ヘルニアの
1例
篠原健太郎 静岡県厚生農業協同組合連合会 遠州病院 外科

P4-4 S状結腸が陥入した下回盲窩ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の1例
渡部　靖郎 青梅市立総合病院 外科

P4-5 腹腔鏡下S状結腸切除後に内ヘルニアを来した一例
円城寺貴浩 長崎大学病院 移植・消化器外科
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ポスター 5　腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術・治療成績1

5月24日㊎　15:30-16:00 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：山本 徹（島根大学医学部 消化器・総合外科）

P5-1 当院における鼠径部ヘルニアに対するTEPの成績
秋山荘二郎 半田市立半田病院 外科

P5-2 標準術式とした腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TEP）－基本術式と短期成績
清水　康仁 千葉市立青葉病院 外科

P5-3 中規模病院における卒後5年目外科医の腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の導入に
ついて
横井　亮磨 多治見市民病院 外科

P5-4 当科におけるTAPP法の導入初期成績とReduced Port Surgeryへの取り組み
藤本　直斗 市立豊中病院 外科

P5-5 当院における腹腔鏡下ヘルニア手術（TAPP）の過去5年間の成績
松本　圭太 松波総合病院 外科

ポスター 6　腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術・治療成績2

5月24日㊎　16:00-16:36 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：田邉 寛（鹿児島大学病院 消化器・乳腺甲状腺外科）

P6-1 腹腔鏡下に修復した特発性上腰ヘルニアの1例
廣澤　貴志 仙台赤十字病院 外科

P6-2 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術導入についての検討
太田　勝也 市立東大阪医療センター 消化器外科

P6-3 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）導入後1年の治療成績
瀧内　大輔 市立池田病院 消化器外科

P6-4 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術の術式選択（TAPP or TEP）
奥村　徳夫 岐阜県立多治見病院 外科

P6-5 当院における鼠径ヘルニア手術の前方アプローチ法とTAPP法の治療成績の比較
藤原　　玄 中部労災病院 外科

P6-6 成人鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下IPOM法（LPEC併用）の経験
西森　英史 札幌道都病院 外科
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ポスター 7　再発ヘルニア1

5月24日㊎　15:00-15:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：吉川 幸造（徳島大学 消化器外科）

P7-1 当院における鼠径部切開法の再発症例の検討
岡田　正夫 長野市民病院

P7-2 前方法による再発症例に対するTEP法修復の経験
久保　信英 福岡市民病院

P7-3 成人鼠径部ヘルニア再発例に対するTAPP法の有用性と再発防止策
川村　英伸 岩手県立二戸病院 外科

P7-4 Direct Kugel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の検討
神賀　貴大 白河厚生総合病院 外科

ポスター 8　再発ヘルニア2

5月24日㊎　15:24-15:48 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：貝羽 善浩（仙台市立病院 外科）

P8-1 再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の有用性
佐藤　大介 斗南病院 外科

P8-2 腹腔鏡下再発鼠径ヘルニア根治術を安全に行う要点と工夫
高川　　亮 南大和病院 外科

P8-3 当院における再発ヘルニアに対するTAPPについての検討
星川　竜彦 公立福生病院 外科

P8-4 当院における再発鼠径ヘルニアに対するTAPPの治療成績の検討
岩内　武彦 府中病院 外科

ポスター 9　再発ヘルニア3

5月24日㊎　15:48-16:12 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：並川 努（高知大学医学部 外科学講座 外科1）

P9-1 Mesh plug法術後の再発鼠径部ヘルニアに対する膨潤手技併用腹腔鏡下修復術
進　　誠也 光晴会病院 外科
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P9-2 Laparoscopic Repair for Recurrent Bilateral Inguinal Bladder Hernia following Bilateral 
Transabdominal Preperitoneal Repair
梅邑　　晃 盛岡市立病院 外科

P9-3 メッシュプラグ法術後の両側再発鼠径ヘルニアに対して単孔式TEP法で修復した1例
中原裕次郎 近畿中央病院 外科

P9-4 メッシュプラグ法術後の再発鼠径ヘルニアに対してTAPP法を施行した2例
出村　嘉隆 KKR北陸病院 外科

ポスター 10　再発ヘルニア4

5月24日㊎　15:00-15:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：清水 康仁（千葉市立青葉病院 外科）

P10-1 TAPP施行後の剥離範囲不十分により再発を来たした一例
石見　拓人 大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院

P10-2 ヘルニア修復術後のメッシュ除去後に再発した鼠径ヘルニアに対し、Lichtenstein法を
施行した1例
迫田　直樹 平塚市民病院 外科

P10-3 TAPP術後難治性漿液腫の経過観察中に再発を起こした1例
篠原　　元 日産厚生会 玉川病院 外科

P10-4 TAPPで治療し得た膀胱損傷合併再発性鼠径ヘルニアの1例
奥野　晃太 相模原協同病院

ポスター 11　再発ヘルニア5

5月24日㊎　15:24-15:48 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：北川 博之（高知大学医学部 外科）

P11-1 再発鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下vs前方アプローチによるヘルニア修復術の
比較検討
高山　祐一 大垣市民病院 外科

P11-2 当科における再発鼠径ヘルニア症例の検討
土屋　　博 岐阜市民病院 外科

P11-3 当院における成人鼠径部ヘルニア術後再発についての検討
南　　雄介 協立総合病院

P11-4 様々な腹膜前修復法が推奨されることによる、再発鼠径部ヘルニア治療の困難性
田崎　達也 JA広島総合病院 外科
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ポスター 12　再発ヘルニア6

5月24日㊎　15:48-16:12 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：柏原 秀也（徳島大学 消化器・移植外科）

P12-1 再発鼠径部ヘルニアの検討
亀井奈津子 聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科

P12-2 当院における再発性鼠径ヘルニアに対する手術アプローチ
宇都宮大地 愛媛県立中央病院

P12-3 再発例を困難症例にしないために・・・ ～術前診断の重要性と術中工夫～
長谷川和住 医療法人聖敬会 北仙台はせがわクリニック

P12-4 当院における再発鼠径ヘルニアに対する手術
青葉　太郎 豊橋市民病院 一般外科

ポスター 13　膀胱ヘルニア

5月24日㊎　15:00-15:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：渡野邉 郁雄（順天堂大学医学部附属練馬病院 総合外科）

P13-1 TAPP法にて修復した鼠径部膀胱ヘルニアの2例
中西　　亮 上尾中央総合病院 消化器外科

P13-2 術前診断し腹腔鏡下手術により修復し得た膀胱ヘルニアの一例
川上　義行 福井赤十字病院 外科

P13-3 鼠径ヘルニア滑脱症例の後方視的検討
松本　正弘 筑波大学附属病院 消化器外科

P13-4 内鼠径ヘルニア術後再発を疑われ腹腔鏡下に外膀胱上窩ヘルニアと診断し得た1例
梅田　修洋 JCHO 九州病院

ポスター 14　閉鎖孔ヘルニア1

5月24日㊎　15:24-15:48 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：大内 昌和（順天堂大学医学部附属浦安病院）

P14-1 当科で治療を行った閉鎖孔ヘルニア症例の検討
徳山　泰治 総合犬山中央病院 外科

P14-2 閉鎖孔ヘルニア手術例の検討
河本　洋伸 岡山済生会総合病院 外科
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P14-3 閉鎖孔ヘルニアにおける腸管切除予測因子の検討
田中　征洋 安城更生病院

P14-4 鼠径法により修復した閉鎖孔ヘルニアの3例
二宮　　豪 国立病院機構 豊橋医療センター 外科

ポスター 15　閉鎖孔ヘルニア2

5月24日㊎　15:48-16:18 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：水越 幸輔（順天堂大学 下部消化管外科）

P15-1 若年女性の閉鎖孔ヘルニアの1例
鳥居　　隼 一宮西病院 外科

P15-2 当院における閉鎖孔ヘルニア手術症例の検討
柳沢　直恵 日本赤十字社 長野赤十字病院 外科

P15-3 当院における閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対する緊急手術6例の検討
平田　明裕 公立西知多総合病院 外科

P15-4 待機的TEP法で治療した閉鎖孔ヘルニア3例・大腿ヘルニア2例の経験
吉野　将平 JCHO 中京病院 外科

P15-5 当院におけるNuck管水腫症例の検討
松永　篤志 松田病院

ポスター 16　閉鎖孔ヘルニア3

5月24日㊎　15:00-15:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：林 豊（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

P16-1 当科における過去10年間の閉鎖孔ヘルニア症例の検討
林　　泰生 市立敦賀病院 外科

P16-2 教室の閉鎖孔ヘルニア症例の検討
岩永　直紀 順天堂大学医学部 外科

P16-3 当院における閉鎖孔ヘルニアの治療成績と治療戦略
鎌田　哲平 川口市立医療センター 消化器外科

P16-4 閉鎖孔ヘルニア嵌頓症例13例の治療方針
一瀬　友希 青梅市立総合病院 外科
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ポスター 17　嵌頓ヘルニア1

5月24日㊎　15:24-15:48 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：三浦 卓也（弘前大学医学部附属病院 消化器外科）

P17-1 ヘルニア嵌頓手術の腸管切除に対する術前予測因子とは
蜂谷　裕之 獨協医科大学 第二外科

P17-2 緊急手術を行った鼠径部ヘルニア嵌頓症例の検討
中澤　幸久 協立総合病院 外科

P17-3 当院での鼠径部ヘルニア嵌頓症例の検討
野尻　　基 公立西知多総合病院 外科

P17-4 当院における鼠径部ヘルニア嵌頓症例の検討
成田　正雄 小牧市民病院 外科

ポスター 18　嵌頓ヘルニア2

5月24日㊎　15:48-16:18 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：竹内 弘久（杏林大学医学部 外科学（消化器・一般外科学））

P18-1 鼠径領域嵌頓ヘルニアに対する一期的根治を目指す治療戦略
仲丸　　誠 公立福生病院 外科

P18-2 当院における鼠径部ヘルニア嵌頓症例の検討
岡田　一郎 JA長野厚生連南長野医療センター 篠ノ井総合病院 外科

P18-3 嵌頓鼠径部ヘルニアに対する二期的TAPP法の治療成績
河合　俊輔 佐久医療センター 消化器外科

P18-4 嵌頓鼠径部ヘルニアに対するTEP法の検討
沖田　充司 岡山市立市民病院 外科

P18-5 術前診断したAmyand’sヘルニアのTEP治療例
室屋　大輔 宗像水光会総合病院 外科

ポスター 19　メッシュ感染1・TAPP

5月24日㊎　15:00-15:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：伊藤 信一郎（長崎大学大学院 移植・消化器外科）

P19-1 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）後にメッシュ感染をきたした1例
辻尾　　元 社会医療法人生長会 府中病院 外科
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P19-2 腹腔鏡下ヘルニア手術後にメッシュ感染し，メッシュ除去及びVAC療法を要した1例
下嶋優紀夫 流山中央病院 外科、東京女子医科大学東医療センター 外科

P19-3 腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術（膨潤TAPP）の術後遅発性メッシュ感染に対して、
TEP法にてメッシュ除去を施行した1例
田澤　賢一 新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科

P19-4 腹腔鏡下ヘルニア修復術13年後にメッシュの膀胱内露出を認めた一例
古市　ゆみ JCHO りつりん病院 外科

ポスター 20　メッシュ感染2・腹壁ヘルニア

5月24日㊎　15:24-15:54 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：武者 宏昭（東北大学 総合外科）

P20-1 腹壁瘢痕ヘルニアメッシュ感染により壊死性筋膜炎を生じた1例
深瀬　正彦 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 外科

P20-2 小腸穿通を伴う腹壁瘢痕ヘルニア術後のメッシュ感染に対して腹腔鏡下に修復した
1例
中島　　悠 社会医療法人宏潤会 大同病院・だいどうクリニック 外科

P20-3 臍ヘルニア修復後に遅発性のメッシュ感染をおこした高度肥満患者の1例
亀井佑太郎 東海大学医学部 消化器外科

P20-4 腹壁瘢痕ヘルニア術後、体内固定用ステープルによる腸管穿通が疑われた一例
我妻　将喜 千葉徳洲会徳洲会病院 外科

P20-5 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア根治術に対するIPOM-Plus法の有用性
吉川　幸造 徳島大学 消化器外科

ポスター 21　メッシュ感染3・その他

5月24日㊎　15:54-16:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：青木 豪（東北大学 消化器外科学）

P21-1 ヘルニア手術後の遅発性メッシュ感染と、早期に発症した手術部位MRSA感染の経験
津村　裕昭 広島市立舟入市民病院 外科

P21-2 PHS修復術後9年目に発症したS状結腸皮膚瘻の1例
榊原　　舞 国立病院機構 千葉医療センター 外科

P21-3 鼠径ヘルニア修復術10年後にメッシュプラグによる盲腸穿通を認めた1例
安田　　潤 健保連 大阪中央病院 外科
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P21-4 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術後に腸閉塞を来した1例
中川　勇希 伊勢赤十字病院 外科

P21-5 メッシュを母体に発育したと考えられる大腸癌腹膜播種の1例
前田　広道 高知大学医学部附属病院 外科

ポスター 22　高齢者・抗血栓療法

5月24日㊎　15:00-15:36 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：佐藤 正範（浜松医科大学 一般消化器外科）

P22-1 当院における抗血栓療法施行患者に対する鼠径部ヘルニア手術
小林　博喜 西陣病院 外科

P22-2 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術における抗血栓薬休薬の必要性と安全性
渡辺　　徹 富山大学大学院医学薬学研究部 消化器・腫瘍・総合外科

P22-3 抗血栓薬服用患者における鼠径ヘルニア手術の検討
櫻谷　卓司 岐阜市民病院 外科

P22-4 超高齢者に対する鼠径部ヘルニア手術の検討
小田切範晃 相澤病院外科センター

P22-5 90歳以上の超高齢ヘルニア手術患者に求められる治療計画
村田　幸生 むらた日帰り外科手術・WOCクリニック

P22-6 高齢者に対する腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術（TAPP法）の検討
小泉　範明 明石市立市民病院 外科

ポスター 23　手術手技・工夫

5月24日㊎　15:36-16:12 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：渡辺 徹（富山大学大学院医学薬学研究部 消化器・腫瘍・総合外科）

P23-1 細径器具を用いた腹直筋鞘ブロック併用膨潤TAPP法
矢吹　　慶 産業医科大学 若松病院 消化器・一般外科

P23-2 鼠径ヘルニアに対する膨潤法併用TAPPの臨床的検討
立石　昌樹 福岡青洲会病院 内視鏡外科・ヘルニアセンター

P23-3 当院におけるTAPP手技定型後の治療成績
高木　　剛 西陣病院 外科

P23-4 STARの臨床評価
長久　吉雄 倉敷中央病院 外科
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P23-5 腹圧性尿失禁を併発した鼠径ヘルニアに対して、TEPとTVT（中部尿道スリング手術）
を同時に施行した1例
伊藤　慎吾 川崎幸病院 外科

P23-6 TAPP法における腹膜閉鎖法の工夫：巾着縫合を用いた腹膜閉鎖
塚本　亮一 越谷市立病院 外科、順天堂大学医学部 下部消化管外科

ポスター 24　併存疾患を有する患者に対する治療戦略

5月24日㊎　15:00-15:30 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：武田 茂（山口大学 消化器・腫瘍外科学）

P24-1 腹膜透析導入後に鼠径ヘルニアを発症した2症例
渡辺　隆文 東京医科大学病院 消化器・小児外科

P24-2 当院での透析患者に対する鼠径ヘルニア手術の現状と今後について
永松　伊織 福岡赤十字病院 外科

P24-3 エホバの証人患者で鼠径ヘルニアの癒着による絞扼性腸閉塞に対し治療しえた一症例
安田　幸司 岸和田徳洲会病院 外科

P24-4 消化器手術と鼠径ヘルニア根治術を同時に行う場合の術式選択と手術成績
高橋　崇真 大垣市民病院 外科

P24-5 一般病院における前立腺全摘術後の鼠径部ヘルニアに対する検討
新田　敏勝 春秋会 城山病院 消化器センター 外科

ポスター 25　管理・フォローアップ

5月24日㊎　15:30-16:00 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：岩﨑 寛智（佐賀大学医学部附属病院 一般・消化器外科）

P25-1 鼠径ヘルニア修復術後の適切なフォローアップ期間の検討
岩崎　寛智 佐賀大学医学部 一般・消化器外科

P25-2 鼠径ヘルニア術後在院日数に関する検討
岡本　知実 上尾中央総合病院 外科

P25-3 当クリニックにおける鼠径部ヘルニアの短期滞在治療
広津　　順 ひろつおなかクリニック

P25-4 医療経済の観点から、鼠径ヘルニア手術へのLACS（局所麻酔＋鎮静）の提唱
伊藤　　契 公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 外科

P25-5 成人鼠径ヘルニアの異性対側手術症例の検討
渡辺　伸和 青森厚生病院 外科
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ポスター 26　手術材料・器具

5月24日㊎　16:00-16:30 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：辛島 龍一（済生会熊本病院 外科）

P26-1 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の腹膜縫合部へのセプラフィルムの貼付法の工夫
橋本　　清 三重県立総合医療センター 消化器・一般外科、三重県立総合医療センター 小児外科

P26-2 TAPPにおける腹膜縫合部への癒着防止材貼付の工夫
篠田　智仁 大垣徳洲会病院 外科

P26-3 先端湾曲ビデオスコープとスコープホルダーを用いた腹腔鏡下ヘルニア修復術の
治療成績
大澤　一郎 松阪中央総合病院 外科

P26-4 TAPPにおけるSOLOassist IIの使用経験
尾崎　知博 鳥取県立中央病院

P26-5 鼠径部ヘルニアに対する膨潤腹腔鏡手術におけるスーパーハイビジョン8Kカメラの
使用経験
田澤　賢一 新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科

ポスター 27　鼠径部切開法1

5月25日㊏　15:00-15:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：谷田部 沙織（東京慈恵会医科大学附属病院 外科学講座 下部消化管外科）

P27-1 Mesh plug法による鼠径部ヘルニアの短期滞在治療
広津　　順 ひろつおなかクリニック

P27-2 Sutureless plug repairによる鼠径ヘルニア根治術 －1針縫合との比較と併せて－
砂川　祐輝 市立四日市病院、名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学

P27-3 鼠径ヘルニア前方修復術におけるPHS法とMesh Plug法の術後短期、長期成績
林　　友樹 稲沢市民病院 外科

P27-4 腫瘍との鑑別が画像上困難だったメッシュプラグ
前田佐知子 佐賀大学医学部 一般・消化器外科
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ポスター 28　鼠径部切開法2

5月25日㊏　15:24-15:48 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：丸山 常彦（東京医科大学茨城医療センター 消化器外科）

P28-1 当院におけるメッシュ留置後再発性鼠径ヘルニアの検討
丸山　翔子 聖隷三方原病院 外科

P28-2 当グループにおける腎移植後鼠径ヘルニアの発生率及びその特徴、術式についての
検討
友杉　俊英 名古屋第二赤十字病院 移植外科内分泌外科、アラバマ大学バーミンガム校 移植外科

P28-3 腎移植患者の鼠径ヘルニア手術
松本　　昂 福岡赤十字病院 外科

P28-4 当院におけるLichtenstein法とその工夫
小倉皓一郎 国立機構機構 千葉医療センター 外科

ポスター 29　鼠径部切開法3

5月25日㊏　15:48-16:18 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：佃 和憲（岡山市立市民病院 外科）

P29-1 成人鼠径部ヘルニア病型ごとのONSTEP法の工夫
三澤　健之 東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科

P29-2 オンフレックスを用いたtransinguinal preperitoneal repairの短期成績
竹原　清人 三原赤十字病院 外科

P29-3 当院で行っているON STEP法と治療成績
村田　幸生 むらた日帰り外科手術・WOCクリニック

P29-4 新術式ONSTEP法の大腿ヘルニアに対する有用性
岡本　敦子 東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科

P29-5 鼠径ヘルニアに対するONSTEP法49例の短期治療成績
鄧　　傑之 堺市立総合医療センター 外科
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ポスター 30　術後疼痛

5月25日㊏　15:00-15:36 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：齊藤 準（新座志木中央総合病院 外科）

P30-1 アンケート調査による当院の鼠径ヘルニア根治術後疼痛の検討
野々垣郁絵 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院 外科

P30-2 TAPP法における簡便・安全な腹直筋鞘ブロックとアセトアミノフェンによる
術後疼痛管理
門馬　浩行 兵庫県立加古川医療センター 外科

P30-3 再発鼠径ヘルニアに対し、Onstep法術後、疼痛をきたし、メッシュ除去・腸骨鼠径
神経切除を行った1例
早川　弘輝 鈴鹿クリニック

P30-4 鼠径ヘルニア術後疼痛に対する治療戦略
関　　　崇 安城更生病院 外科

P30-5 腹腔鏡下鼠径ヘルニア術後の鼠径部慢性疼痛の1例
廣瀬　友昭 医療法人 山下病院

P30-6 TAPPにおける各因子の術後急性期のQOLへの関与について
石崎　雅浩 岡山労災病院 外科

ポスター 31　大腿ヘルニア1

5月25日㊏　15:36-16:06 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：安居 利晃（JCHO 金沢病院 外科）

P31-1 腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術（TAPP法）にて修復した膀胱ヘルニア症例の検討
齊藤　　準 新座志木中央総合病院 外科、総合病院 厚生中央病院 消化器外科

P31-2 当院における大腿ヘルニアに対する腹腔鏡下大腿ヘルニア根治術
加藤　文昭 総合病院 厚生中央病院 消化器外科、東京医科大学 消化器・小児外科分野

P31-3 大腿ヘルニアに対してTEPが有効であった2例
水谷　文俊 KKR東海病院 外科

P31-4 大腿ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術症例の検討
佐近　雅宏 長野市民病院 外科

P31-5 当科における大腿ヘルニア手術症例の検討
道傳　研太 石川県立中央病院 消化器外科
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ポスター 32　大腿ヘルニア2

5月25日㊏　16:06-16:36 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：林 憲吾（石川県立中央病院 消化器外科）

P32-1 JHS分類 III型に対する大腿法の検討
石毛　孔明 国立病院機構 千葉医療センター 外科

P32-2 腹壁瘢痕ヘルニアメッシュ留置後の大腿ヘルニア嵌頓に対しポート位置を工夫した
ことでTAPPを施行しえた一例
久下　恒明 日本医科大学千葉北総病院 外科・消化器外科

P32-3 術前診断し得たde Garengeot herniaの1例
松村　　勝 戸畑共立病院

P32-4 非連続の回腸末端と虫垂が嵌入し腸閉塞を呈した、大腿de Garengeot herniaの1例
稲葉　　毅 東都文京病院 外科

P32-5 2期的な鏡視下手術で治療したde Garengeot herniaの1例
大野浩次郎 佐久総合病院 佐久医療センター

ポスター 33　de novo・両側ヘルニア

5月25日㊏　15:00-15:30 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：蜂谷 裕之（獨協医科大学病院 第二外科）

P33-1 ヘルニア嚢内に発生した多発性結節性平滑筋腫がde novo型ヘルニアの先進部と
なった1例
田上　創一 横浜青葉そけいヘルニア・外科クリニック

P33-2 de novo型ヘルニアにおける膨潤TAPPの可能性
川上　浩司 医療生協 沖縄協同病院 消化器外科

P33-3 de novo型鼠径ヘルニアに対する術式の工夫
太田　智之 千葉徳洲会病院 外科

P33-4 両側鼠径ヘルニア症例に対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）の検討
有吉　要輔 明石市立市民病院 外科

P33-5 腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP法）両側施行症例の検討
草間　　啓 長野赤十字病院 外科
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ポスター 34　巨大ヘルニア

5月25日㊏　15:30-16:06 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：永山 稔（札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

P34-1 右半結腸が脱出した巨大鼠径ヘルニアの1例
二宮　　豪 国立病院機構 豊橋医療センター 外科

P34-2 難治性腹水・肝硬変・糖尿病を合併した巨大鼠径ヘルニアの1例
荒居　琢磨 白浜はまゆう病院 外科

P34-3 非還納性巨大鼠径ヘルニアに対しTAPP施行した一例
丹波　和也 聖マリアンナ医科大学 東横病院 消化器病センター

P34-4 腹腔鏡下に修復した巨大鼠径ヘルニアの一例
野間　淳之 日本赤十字社 和歌山医療センター 外科

P34-5 小児頭大鼠径ヘルニアに対するTEP法の工夫
秋山　　岳 佐久総合病院 佐久医療センター

P34-6 鼠径部切開法修復後の巨大鼠径ヘルニア再発に対してTAPPを施行した1例
橘　　　強 市立大津市民病院 外科

ポスター 35　前立腺術後1

5月25日㊏　16:06-16:30 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：大平 学（千葉大学大学院医学研究院 先端応用外科）

P35-1 前立腺全摘術後の鼠径ヘルニアに対するTAPP法の検討
野谷　啓之 日産厚生会 玉川病院 外科・ヘルニアセンター

P35-2 前立腺癌術後の鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術の現状
大山　隆史 国際医療福祉大学 市川病院 消化器外科

P35-3 前立腺、膀胱術後の鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）症例
の検討
佐藤　就厚 恵寿総合病院 消化器外科

P35-4 前立腺癌術後鼠径部ヘルニアへのTAPPは避けるべき
長久　吉雄 倉敷中央病院 外科
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ポスター 36　前立腺術後2

5月25日㊏　15:00-15:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：中澤 幸久（協立総合病院 外科）

P36-1 前立腺癌術後に発症した鼠径ヘルニアに対するメッシュ・プラグ法の検討
清水　　亘 呉医療センター・中国がんセンター 外科

P36-2 前立腺全摘術に鼠径ヘルニア予防処置を行った後、外鼠径ヘルニアが発症した1例
宮崎　恭介 みやざき外科・ヘルニアクリニック

P36-3 中長期手術成績からみた前立腺癌術後鼠径ヘルニアに対する鼠径部切開プラグ法の
妥当性
津村　裕昭 広島市立舟入市民病院 外科

P36-4 臨床研修病院における前立腺癌根治術後の鼠径ヘルニアに対する至適術式
長浜　雄志 国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 外科

ポスター 37　前立腺術後3

5月25日㊏　15:24-15:48 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：須田 竜一郎（千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学）

P37-1 ロボット手術による前立腺全摘除術後の鼠径ヘルニア発症リスク因子の解析
本山　博章 信州大学医学部 外科（1）

P37-2 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術後に発症した鼠径ヘルニアの検討
三木　博和 関西医科大学 消化管外科

P37-3 当院における前立腺癌術後の鼠径ヘルニア治療
東海林　裕 東京医科歯科大学 消化管外科学

P37-4 前立腺全摘除術後に発症した鼠径ヘルニアの検討
坂田　和規 海南病院 外科

ポスター 38　前立腺・その他術後

5月25日㊏　15:48-16:12 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：小泉 大（一般財団法人とちぎメディカルセンター とちぎメディカルセンターしもつが 外科）

P38-1 当院で経験した前立腺全摘後人工尿道括約筋植え込み術後の鼠径ヘルニアの2例
松井　俊大 東京医科歯科大学医学部附属病院 食道外科
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P38-2 進行直腸癌に対する腹膜外アプローチによる側方リンパ節郭清後の鼠径ヘルニアの
検討
谷岡　利朗 東京医科歯科大学大学院 消化管外科学分野

P38-3 恥骨後式前立腺全摘術後に発症した鼠径ヘルニアの検討
堀　　英昭 堀胃腸科外科医院

P38-4 TAPPを行った前立腺癌術後のLittreヘルニアの1例
城田　　誠 札幌徳洲会病院 外科

ポスター 39　腹壁ヘルニア1

5月25日㊏　15:00-15:30 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：久倉 勝治（筑波大学 消化器外科）

P39-1 当院における腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療戦略
太田　智之 千葉徳洲会病院 外科

P39-2 当院における大腸癌切除後の腹壁瘢痕ヘルニアの検討
久保　直樹 長野県立信州医療センター

P39-3 当院における自家組織を用いた腹壁瘢痕ヘルニア手術の検討
福嶋　正則 市立四日市病院 形成外科

P39-4 メッシュを使用した腹壁瘢痕ヘルニア術後の腹部手術症例の検討
芦立　嘉智 北海道消化器科病院 外科

P39-5 ヘルニア門横径に応じた手術術式およびメッシュサイズに関する検討
宮木祐一郎 聖隷浜松病院 外科

ポスター 40　腹壁ヘルニア2

5月25日㊏　15:30-16:00 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：番場 嘉子（東京女子医科大学 消化器・一般外科）

P40-1 L3領域の腹壁瘢痕ヘルニアに対するRives-Stoppa＋TAR法およびOnlay法併用術式の
経験
水越　幸輔 順天堂大学 下部消化管外科

P40-2 腹壁瘢痕ヘルニアに対する，腹横筋切開を伴うposterior component separation法の
経験
斎藤　悠文 JA愛知厚生連 江南厚生病院 外科

P40-3 腹壁瘢痕ヘルニア手術の術式選択：腹壁機能の観点からPosterior Component 
Separation MethodとStoppa methodの経験
伊藤　　契 公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 外科
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P40-4 腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復時のMesh shrinkageに関連する気腹時腹壁伸長の
基礎的検討
次田　　正 公立福生病院 外科

P40-5 特殊症例における腹壁瘢痕ヘルニアの至適術式
松田　明久 日本医科大学千葉北総病院 外科・消化器外科

ポスター 41　腹壁ヘルニア3

5月25日㊏　16:00-16:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：馬場 研二（今村総合病院）

P41-1 腸骨近傍の再発腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の工夫
早川　俊輔 名古屋市立大学 消化器一般外科、名古屋市立西部医療センター 消化器外科

P41-2 IPOM術後の糞便性イレウスに対して開腹手術を施行した1例
日村　帆志 堺市立総合医療センター 外科

P41-3 治療に難渋した腎移植後腹壁瘢痕ヘルニアの一例
上野　剛平 日本赤十字社 和歌山医療センター 外科

P41-4 鼠径ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア合併例に対して腹腔鏡下に修復術を施行した1例
高尾　　聡 島根大学医学部 消化器総合外科

ポスター 42　腹壁ヘルニア4

5月25日㊏　15:00-15:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：神藤 修（磐田市立総合病院 消化器外科）

P42-1 上下腹部におよぶ巨大腹壁瘢痕ヘルニアに対して腹腔鏡下IPOM-plusを施行した1例
平岡　邦彦 尼崎中央病院 外科

P42-2 腹腔鏡下ヘルニア修復術術中に診断にいたった、左交叉性精巣転位に伴う左鼠径
ヘルニアの1例
迫田　直樹 平塚市民病院 外科

P42-3 腹壁瘢痕ヘルニア術後早期に癒着性腸閉塞をきたした症例
水町　遼矢 千葉大学大学院医学研究院 先端応用外科学

P42-4 鼠径ヘルニアのヘルニア門を利用して腹腔鏡下人工肛門造設術を施行した1例
大原　信福 堺市立総合医療センター
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ポスター 43　腹壁ヘルニア5

5月25日㊏　15:24-15:54 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：太田 智之（千葉徳洲会病院 外科）

P43-1 再発を繰り返す腹壁瘢痕ヘルニアに腹腔鏡を併用し修復術を行った1例
山口　　剛 滋賀医科大学 外科

P43-2 乳房腹直筋皮弁再建後に生じた腹壁瘢痕ヘルニアに対し腹腔鏡下修復術を施行した1例
西前　香寿 静岡済生会総合病院

P43-3 左乳癌に対する左乳房切除、右腹直筋皮弁形成術後に腹壁瘢痕ヘルニアを生じた1例
牧　　秀則 徳島赤十字病院 外科

P43-4 腹直筋皮弁法乳房再建術後の外鼠径ヘルニアに対するTAPP法の1例
関野　　康 長野市民病院 外科

P43-5 遅発性メッシュ感染腸管皮膚瘻切除術の腹壁再建においてComponents Separation法
が有用であった1例
加藤　一哉 堺市立総合医療センター 外科

ポスター 44　腹壁ヘルニア6

5月25日㊏　15:54-16:18 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：尾崎 知博（鳥取県立中央病院 消化器外科）

P44-1 IPOM Plus法による腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の経験
山本　常則 山口大学医学部 消化器・腫瘍外科

P44-2 縫合手技で行うIPOM-plus
尾形　頼彦 高松市立みんなの病院 外科

P44-3 M5領域の腹壁瘢痕ヘルニアに対するLap－IPOM＋Plus法の治療成績
岡澤　　裕 順天堂大学 下部消化管外科

P44-4 当科における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の工夫 
－IPOM-Plus＋CST＋腹直筋後鞘切開－
千原　直人 日本医科大学武蔵小杉病院 消化器外科
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ポスター 45　腹壁ヘルニア7

5月25日㊏　15:00-15:30 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：鈴木 隆二（筑波胃腸病院 消化器外科）

P45-1 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
工夫
田辺　　寛 鹿児島大学 消化器外科

P45-2 腹壁ヘルニアに対する腹腔鏡下Rives-Stoppa法の経験
羽田　匡宏 厚生連高岡病院 外科

P45-3 腹壁瘢痕ヘルニアに対するendoscopic Rives-Stoppa法の1例
小丹枝裕二 市立稚内病院 外科

P45-4 感染が危惧される腹壁瘢痕ヘルニアに対するEndoscopic Component Separation（ECS）
法の有用性
市川　英孝 東北大学大学院 消化器外科学

P45-5 eCS法の導入（巨大恥骨上腹壁瘢痕ヘルニア再発を経験して）
平川　俊基 府中病院 外科

ポスター 46　稀な腹壁ヘルニア1

5月25日㊏　15:30-15:54 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：的野 敬子（大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院）

P46-1 前方到達法で修復した両側上腰ヘルニアの2例
岡本　暢之 JA広島総合病院 外科

P46-2 Direct Kugel Patchを用いて修復した特発性上腰ヘルニアの1例
恩田　真二 東京慈恵会医科大学 肝胆膵外科

P46-3 経腹斜筋経由、腹膜外到達法にて修復した上腰ヘルニアの一例
山本　真大 医療法人 原三信病院 外科

P46-4 外傷性下腰ヘルニアに対し腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した一例
尾嶋　英紀 三重県立総合医療センター 消化器・一般外科



Hernia Week 2019 Mie

71

ポスター 47　稀な腹壁ヘルニア2

5月25日㊏　15:54-16:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：大谷 裕（国立病院機構 米子医療センター 消化器外科）

P47-1 腹腔鏡アプローチが有効であった白線ヘルニア嵌頓の1例
中嶋　太極 公益財団法人慈愛会 今村総合病院 外科、JCHO 宮崎江南病院 外科

P47-2 腹腔鏡下S状結腸切除術後に5mmポートサイトヘルニアを発症した1例
近石和花菜 岐阜大学 腫瘍外科

P47-3 偽性腹壁ヘルニアが先行した帯状疱疹の1例
中山　義人 八戸市立市民病院 外科

P47-4 da Vinci後の臍部ポートサイトヘルニアに対する小切開アプローチ法
中川　雅裕 静岡県立静岡がんセンター 再建・形成外科

P47-5 肥満を伴う臍部ポートサイトヘルニアに対しIPOM-plusを施行した1例
野口　智史 桑名市総合医療センター 外科

ポスター 48　横隔膜ヘルニア

5月25日㊏　15:00-15:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：村井 俊文（一宮市立市民病院 外科）

P48-1 分娩を契機に発症した成人型Bochdalek孔ヘルニアの1例
細田　裕太 済生会新潟第二病院 臨床研修医

P48-2 腹腔鏡下修復術を施行したMorgagni孔ヘルニアの1例
郡司　崇志 福島赤十字病院

P48-3 Morgagni孔ヘルニアに対し腹腔鏡下腹壁外結紮とメッシュ修復を行った1例
宇井　　崇 常陸大宮済生会病院 外科、自治医科大学 消化器・一般外科

P48-4 III型食道裂孔ヘルニア術後早期再発に対する腹腔鏡下手術の経験
竹村　雅至 景岳会 南大阪病院 外科

ポスター 49　傍ストーマヘルニア

5月25日㊏　15:24-15:48 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：西條 文人（東北労災病院 外科）

P49-1 腹壁瘢痕ヘルニアを合併した傍ストーマヘルニアに対して腹腔鏡下修復術を行った1例
中村　俊太 松阪中央総合病院 外科
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P49-2 回腸導管傍ストーマヘルニアを腹腔鏡下Keyhole法にて修復した1例
長谷川　誠 堺市立総合医療センター 外科

P49-3 傍ストーマヘルニア嵌頓に対して腸管切除・ストーマ再造設術を施行した3例
大屋　勇人 大垣市民病院 外科

P49-4 腹直筋鞘前葉反転法にて修復したHartmann術後の下行結腸癌・腹壁瘢痕ヘルニアの
一例
大川　　淳 愛心会 東宝塚さとう病院 外科

ポスター 50　臍ヘルニア1

5月25日㊏　15:48-16:06 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：佐藤 梨枝（桑名市総合医療センター 外科）

P50-1 当科における臍ヘルニア手術手技
皆川　輝彦 東邦大学医療センター大森病院 総合診療・急病センター

P50-2 当科で行っている梶川法による小児臍ヘルニア手術の工夫
林　　　豊 東京医科大学 消化器・小児外科学分野

P50-3 臍ヘルニア修復術26例の検討
西條　文人 東北労災病院 外科

ポスター 51　臍ヘルニア2

5月25日㊏　15:00-15:24 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：尾嶋 英紀（三重県立総合医療センター 消化器一般外科）

P51-1 非還納性成人巨大臍ヘルニアに対し腹腔鏡下臍ヘルニア修復術を施行した1例
松下　公治 板橋中央総合病院 外科、東京外科クリニック

P51-2 first trocar挿入に難渋した腹腔鏡下mesh修復を行った高度肥満臍ヘルニアの1例
田邉　三思 大分岡病院 消化器センター 外科

P51-3 稀で死亡リスクの高い臍傍静脈瘤による臍ヘルニアの1例
橋本　瑞生 中部労災病院 外科

P51-4 臍ヘルニア根治術を施行したプラダーウィリー症候群の2例
細井　良枝 埼玉医大 消化器・一般外科
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ポスター 52　Nuck管水腫1

5月25日㊏　15:24-15:42 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：加藤 隆二（群馬大学医学部附属病院 外科診療センター 消化管外科）

P52-1 過去5年間に手術を施行したNuck管水腫8例の検討
加賀　城安 一般財団法人永頼会 松山市民病院 外科

P52-2 当院での女性鼠径部ヘルニア修復術の検討
原　　圭吾 川口市立医療センター 消化器外科

P52-3 Nuck管水腫内に発生した子宮内膜症の1例
嶋津　　藍 越谷市立病院

ポスター 53　Nuck管水腫2

5月25日㊏　15:42-16:06 ポスター会場　鈴鹿の間

座長：本山 博章（信州大学 外科（1））

P53-1 TAPP法が有用であったNuck管水腫の1例
石川　　衛 社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 外科

P53-2 Nuck管水腫に対して腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）を施行した2例
向原　史晃 国立病院機構 岡山医療センター 外科

P53-3 精索水腫、Nuck管水腫と鼠径ヘルニアの鑑別に腹腔鏡観察が有用であった2症例
齋藤　　心 JCHO うつのみや病院 外科

P53-4 Nuck管水腫の臨床病理学的特徴と鼠径部子宮内膜症
川村　　徹 日産厚生会 玉川病院 外科


