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日程表　5月23日㊍

伊勢の間（松）【4F】 鈴鹿の間【3F】 金扇の間【3F】
8:00

9:00

10:00

11:00 11:00-11:30
腹腔鏡下ヘルニア手術手技研究会

世話人会

12:00 12:00-12:10 開会挨拶        
12:10-13:10

ランチョンセミナー
「迷える腹壁瘢痕ヘルニア修復術
～日本がこれから向かう方向は？～」

座長：瀧口 修司　　演者：植野 望・福永 哲
共催：コヴィディエンジャパン株式会社13:00

13:15-13:55
セッション1「剥離（TAPP・TEP）」
座長：松原 猛人・江口 徹　　
演者：倉橋 真太郎・水谷 文俊

13:55-14:35
セッション2「次世代からの提案 TAPP①」

座長：和田 英俊・蛭川 浩史　
演者：友田 佳介・原田 真之資

14:00

14:35-15:15
セッション3「次世代からの提案 TEP」

座長：長浜 雄志・川原田 陽　
演者：小丹枝 裕二・若杉 正樹

15:00 15:00-16:30

日本ヘルニア学会 理事会
15:25-15:55　　　　 イブニングセミナー「TAPP法について」

座長：嶋田 元　　演者：若林 正和
共催：株式会社メディコン

16:00 16:00-16:40
セッション4「次世代からの提案 TAPP②」

座長：和田 則仁・中川 基人
演者：進 誠也・山本 海介　

16:40-16:50 閉会挨拶

17:00 17:00-17:50

日本ヘルニア学会 評議員会

18:00 18:00-18:55

第18回LPEC研究会

19:00 19:00- 拡大評議員懇親会
会場：16F［スカイバンケット ラ・メール］

第14回日本腹腔鏡下ヘルニア
手術手技研究集会

次回当番世話人挨拶
代表世話人挨拶
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日程表　5月24日㊎
第1会場 第2会場 第3会場

伊勢の間（松）【4F】 伊勢の間（梅）【4F】 朝明の間【3F】
8:00 8:00-8:10 開会式

8:10-9:30

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」

座長：堀　孝史・嶋田　元

8:10-9:30

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」
座長：中川 基人・若杉 正樹

8:10-9:30

パネルディスカッション1
「LPECの成人への適応」
座長：和田 英俊・諸富 嘉樹9:00

9:30-10:50

シンポジウム2
「ヘルニア手術のRegistry & Follow-up」

座長：宮崎 恭介・小田 斉

9:30-10:50

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」
座長：田中 穣・松原 猛人

9:30-10:50

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」

座長：高山 祐一・川辺 昭浩

10:00

10:50-11:20 教育講演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」

座長：松本 純夫　　演者：早川 哲史

10:50-11:50

ライブビューイング
（教育講演1）
（教育講演2）

11:00

11:20-11:50 教育講演2
「術後疼痛を防ぐための鼠径部解剖の要点」

座長：中嶋 昭　　演者：柵瀨 信太郎

12:00 12:00-12:50
ランチョンセミナー1

「The Future is Here: Robotic Hernia Surgery」
座長：瀬戸 泰之　　演者：David Lourie

共催：インテュイティブサージカル合同会社

12:00-12:50
ランチョンセミナー 2

「守破離から学ぶTAPP ～基本から難症例まで～」
座長：早川 哲史　　演者：木村 泰生・長久 吉雄

共催：オリンパス株式会社

12:00-12:50

ライブビューイング
（ランチョンセミナー 1）

13:00 13:00-13:20 教育講演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～」

座長：江口 徹　　演者：川原田 陽

13:00-14:20

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」

座長：藤原 道隆・竹村 雅至

13:00-14:20

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」

座長：森 和弘・渡邉 卓哉

13:20-13:40 教育講演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」

座長：加納 宣康　　演者：金光 幸秀
13:40-14:00 教育講演5

「ヘルニア手術と外保連、保険診療」
座長：木村 泰三　　演者：瀬戸 泰之14:00 14:00-14:20 教育講演6

「世界の常識  ヘルニアは日帰り手術  運営のポイント」
座長：小西 敏郎　　演者：執行 友成

14:20-15:40

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」

座長：倉島 庸・磯部 陽

14:20-15:40

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」
座長：上村 佳央・長江 逸郎

14:20-15:40

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」
座長：渡部 和巨・山田 誠

15:00

15:40-17:00

シンポジウム4
「腹壁瘢痕ヘルニアのBest Practice」

座長：井谷 史嗣・蛭川 浩史

15:40-17:00

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」
座長：齊藤 健太・長浜 雄志

15:40-17:00

パネルディスカッション5
「鼠径部ヘルニアの術前診断」
座長：東海林 裕・齊藤 卓也

16:00

17:00 17:00-17:30 海外招待講演I
座長：柵瀨信太郎

演者：Giampiero Campanelli

17:00-17:40 イブニングセミナー 2
「世界の常識！ヘルニアは日帰り手術
～準備と運営  Key personは誰だ？～」

座長：丹羽 英記・執行 友成　　演者：宮﨑 さとみ
共催：日本短期滞在外科手術研究会（JSSSA）

17:10-17:50 イブニングセミナー 1
「腹壁瘢痕ヘルニア修復術 

～ストレスフリーを目指して～」
座長：諏訪 勝仁　　演者：蛭川 浩史

共催：株式会社メディコン

17:30-17:50 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
座長：早川 哲史・宮崎 恭介

18:00 18:00-19:00

特別ゲスト講演会
「心をつかむ人材育成術」

座長：蜂須賀 丈博
演者：山本 昌邦　

19:00

19:30-21:30 全員懇親会　　　　　会場：四日市ハワイアンビアガーデン
支部推薦演題表彰　　プレゼンター：早川 哲史
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第4会場 ポスター会場
ロビー【4F】 鈴鹿の間【3F】

8:00

8:10-11:30
支部推薦演題
（BR-1～4）
座長：荻野 信夫

支部推薦演題
（BR-5～9）
座長：山道 啓吾

ポスター掲示

9:00

支部推薦演題
（BR-10～14）
座長：長久 吉雄 10:00

支部推薦演題
（BR-15～18）
座長：松田 明久

支部推薦演題
（BR-19～23）
座長：内田 信治

11:00

12:00

13:00-14:15
ハンズオンセミナー
「エキスパートによる

30分集中ハンズオントレーニング
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）」

講師：山本 海介・長久 吉雄
共催：株式会社メディコン・ 株式会社ファソテック

13:00

14:00

15:00-16:04
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
（TKA1～4）
司会：長谷川 洋
（TKA5～8）
司会：奥村 徳夫

15:00-16:40 ポスターセッション（P1～P26）
15:00

16:00

16:10-17:46

こにゅうどうくん賞をめざせ！
四日市ヘルニア道場1

（KA1-1～6）
レフェリー：北川 美智子

（KA2-1～6）
レフェリー：渋谷 亜矢子

17:00

18:00

19:00

19:30-21:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　全員懇親会　　　　　会場：四日市ハワイアンビアガーデン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　支部推薦演題表彰　　プレゼンター：早川 哲史

P1：渡邉　高士
P2：小林　裕幸
P3：石崎　雅浩
P4：堀川　昌宏
P5：山本　　徹
P6：田邉　　寛
P7：吉川　幸造
P8：貝羽　善浩
P9：並川　　努

P10：清水　康仁
P11：北川　博之
P12：柏原　秀也
P13：渡野邉郁雄
P14：大内　昌和
P15：水越　幸輔
P16：林　　　豊
P17：三浦　卓也
P18：竹内　弘久

P19：伊藤信一郎
P20：武者　宏昭
P21：青木　　豪
P22：佐藤　正範
P23：渡辺　　徹
P24：武田　　茂
P25：岩﨑　寛智
P26：辛島　龍一
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日程表　5月25日㊏
第1会場 第2会場 第3会場

伊勢の間（松）【4F】 伊勢の間（梅）【4F】 朝明の間【3F】
8:00 8:00-8:24 一般演題1

「ロボットヘルニア」
座長：松本 純夫・堀口 明彦

8:00-8:48
一般演題2

「腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（手技）」
座長：松村 勝・田澤 賢一

8:00-8:40
一般演題10

「まれな腹壁ヘルニア-1」
座長：梅邑 晃・佐藤 正範

8:30-8:40 冲永賞 座長：島田 長人・宋 圭男  演者：稲葉 毅
8:40-9:20

海外招待講演II
座長：吉田 和彦・稲葉 毅
演者：Chen Jie・Gina Adrales

8:40-9:28

一般演題11
「まれな腹壁ヘルニア-2」
座長：山本 海介・小林 敏樹

8:48-9:36 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）」
座長：川下 雄丈・亀山 哲章

9:00

9:20-9:30 コーヒータイム
9:30-9:50 コーヒーブレイクセミナー
「メディカルイラストレーション の歴史と展望」
座長：坂本 昌義　　演者： レオン 佐久間

9:28-10:24

一般演題12
「腹壁瘢痕ヘルニア」
座長：中林 幸夫・川村 英伸

9:36-10:16 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）」
座長：吉岡 慎一・高木 剛

9:55-10:40 国際討論会
（International Debate Session）
座長：三澤 健之・和田 則仁

諏訪 勝仁・植野 望・David Lourie

10:00

10:45-11:25 会長講演
「ヘルニア手術から学んだこと、

そして未来への提言」
座長： 山本 剛史　　演者：蜂須賀  丈博

10:45-11:25

ライブビューイング
（会長講演）

11:00

11:30-11:55
日本ヘルニア学会総会

12:00 12:00-12:50 ランチョンセミナー3
「リヒテンシュタイン法からeTEP、ロボット支援
下手術まで ～Self-Fixating Meshの新たな展望～」
座長：江口 徹　演者：中野 敢友・松原 猛人
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

12:00-12:50 ランチョンセミナー 4
「なってからでは遅すぎる鼠径ヘルニア術後
慢性疼痛 －発症予防にできること－」
座長：堀 孝吏　　演者：成田 匡大
共催：株式会社メディコン

12:00-12:50
ランチョンセミナー 5

「腹腔鏡下ヘルニア修復術 ～私ならこうする～」
座長：和田 英俊　　演者：齊藤 卓也・田中 穣
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

13:00 13:00-13:50 特別教育シンポジウム
「What we hope for general surgery!」

座長：小寺 泰弘・Gina Adrales

演者：和田 美紅・宮崎 大志・久野 美有・豊田 千裕
特別発言：蜂須賀 丈博

13:00-13:32 一般演題５
「食道裂孔ヘルニア」

座長：瀧井 麻美子・星野 明弘

13:00-13:32 一般演題13
「日帰り手術」

座長：当間 宏樹・田村 孝史
13:32-14:12

一般演題６
「de novo型ヘルニア」
座長：進 誠也・今村 清隆

13:32-14:12
一般演題14
「術前診断」

座長：朝蔭 直樹・大澤 一郎14:00 14:00-15:20

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」
座長：川崎 篤史・長谷川 和住

14:12-14:44 一般演題７
「再発鼠径ヘルニアに対する治療」

座長：小杉 千弘・千原 直人

14:12-14:44 一般演題15
「抗血栓療法患者に対する治療戦略」

座長：田崎 達也・和田 寛也

14:44-15:32
一般演題８

「前立腺術後治療」
座長：川中 博文・来見 良誠

14:44-15:24
一般演題16

「術後フォローアップ」
座長：清水 智治・成田 匡大

15:00

15:24-16:04
一般演題17

「ヘルニア手術教育」
座長：横山 隆秀・仲地 厚

15:32-16:20
一般演題９

「閉鎖孔ヘルニア」
座長：小島 成浩・野澤 雅之

15:40-16:40

教育講演7
「医療裁判ケースファイル  ヘルニア編」

座長：徳村 弘実　演者：田邉 昇

16:00
16:04-16:44

一般演題18
「内ヘルニア」

座長：大坪 毅人・久下 博之

17:00 17:00-17:15 閉会式

18:00

19:00

こにゅうどうくん賞授賞式
プレゼンター：和田 英俊

東海こにゅうどうくん賞授賞式
プレゼンター：今津 浩喜

第18回日本ヘルニア学会学術集会 会長挨拶
稲葉 毅
閉会の辞
蜂須賀 丈博
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第4会場 ポスター会場
ロビー【4F】 鈴鹿の間【3F】

8:00

ポスター掲示

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00-16:31

こにゅうどうくん賞をめざせ！
四日市ヘルニア道場2

              14:00-14:48
（KA3-1～6）

レフェリー：亀井 奈津子

              14:55-15:43
（KA4-1～6）

レフェリー：本田 善子

              15:43-16:31
（KA5-1～6）

レフェリー：亀田 靖子

14:00

15:00-16:40 ポスターセッション（P27～ P53）
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

P27：谷田部沙織
P28：丸山　常彦
P29：佃　　和憲
P30：齊藤　　準
P31：安居　利晃
P32：林　　憲吾
P33：蜂谷　裕之
P34：永山　　稔
P35：大平　　学

P36：中澤　幸久
P37：須田竜一郎
P38：小泉　　大
P39：久倉　勝治
P40：番場　嘉子
P41：馬場　研二
P42：神藤　　修
P43：太田　智之
P44：尾崎　知博

P45：鈴木　隆二
P46：的野　敬子
P47：大谷　　裕
P48：村井　俊文
P49：西條　文人
P50：佐藤　梨枝
P51：尾嶋　英紀
P52：加藤　隆二
P53：本山　博章


