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特別ゲスト講演会

11月3日火　13:30-14:00
司会：磯部 らん（文筆家）

OI-1 日本の素晴らしさを知って下さい
マンリオ＝カデロ閣下 　　駐日サンマリノ共和国大使／駐日外交団長

会長講演

11月4日水　11:30-12:00

CL-1 今さら聞けない（いや今だから聞ける？）－討論にすらならない，学会長の愚問集
稲葉　　毅 東都文京病院 外科部長

教育講演

教育講演1

11月4日水　15:00-15:20
座長：三澤 健之（帝京大学医学部 外科学講座）

E-1 Lichtenstein法：pros and consは・・・。
渡部　和巨 東京西徳洲会病院 外科院長

教育講演2

11月4日水　15:30-15:50
座長：小山 勇（埼玉医科大学 国際医療センター）

E-2 ラパヘル施設導入にあたってなすべきこと
植野　　望 大阪府済生会吹田病院 ヘルニアセンター科長

教育講演3

11月4日水　16:00-16:20
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）

E-3 腹壁ヘルニアの鑑別診断：立位で膨隆が出現し臥位で消失する疾患
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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教育講演4

11月4日水　16:30-16:50
座長：徳村 弘実（東北労災病院 外科院長）

E-4 腹壁瘢痕ヘルニアを予防する正しい閉腹方法とは
中野　敢友 広島市立広島市民病院 外科部長

ガイドライン経過報告

11月4日水　13:10-13:30
座長：蜂須賀 丈博（市立四日市病院 外科 診療部長）

 鼠径部ヘルニア診療ガイドライン
嶋田　　元 聖路加国際病院 ヘルニアセンター センター長

冲永賞受賞講演

11月3日火　13:00-13:20
座長：宋 圭男（日本大学 消化器外科 診療准教授）

AW-1 前方到達法で修復した両側上腰ヘルニアの2例 －手術適応と術式選択に関する考察－
田崎　達也 JA広島総合病院 外科
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ランチョンセミナー

ランチョンセミナー 1

11月3日火　12:00-12:50
司会：宮崎 恭介（みやざき外科・ヘルニアクリニック）
共催：株式会社メディコン

 ラパヘルにおける私のこだわり
進　　誠也 光晴会病院 内視鏡外科
池田　義博 岡山そけいヘルニア日帰り手術 Gi外科クリニック

ランチョンセミナー 2

11月3日火　12:00-12:50
座長：宇山 一朗（藤田医科大学 総合消化器外科）
共催：インテュイティブサージカル合同会社

 ロボット支援下ヘルニア手術 －当院における取組と今後の展望－
嶋田　　元 聖路加国際病院 ヘルニアセンター

ランチョンセミナー 3

11月3日火　12:00-12:50
座長：早川 哲史（刈谷豊田総合病院 腹腔鏡ヘルニアセンター）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

 みんなで考えよう！ラパロとリヒテンシュタイン法の共存  
－日本におけるテーラーメイド治療の幕開け－
江口　　徹 原三信病院 外科

ランチョンセミナー 4

11月4日水　12:10-13:00
座長：井谷史嗣（広島市民病院 外科）
共催：オリンパス株式会社

 再発ゼロを目指した私のTAPPテクニック
千原　直人 日本医科大学武蔵小杉病院 消化器外科
田澤　賢一 糸魚川総合病院 外科
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シンポジウム

シンポジウム1　医学生・研修医に対するヘルニア教育の実態とあるべき姿は

11月3日火　8:50-10:50
座長：植野 　望（大阪府済生会吹田病院 ヘルニアセンター科長） 
　　　蜂谷 裕之（獨協医科大学病院 第二外科 学内助教）

SY1-01 セッション企画にあたって施行した事前アンケート調査結果
稲葉　　毅 東都文京病院 外科

SY1-02 技能評価とフィードバックを基盤とした理想的な腹腔鏡下ヘルニア教育の提案
サシーム パウデル 製鉄記念室蘭病院 外科

SY1-03 鼠径ヘルニア手術を用いた興味・技量に合った外科教育の実践 －体験から修得まで－
大渕　康弘 防衛医科大学校病院 総合臨床部

SY1-04 当科における研修医に対するヘルニア教育の問題点と改善策に関する検討
甲斐田大資 金沢医科大学 一般・消化器外科学

SY1-05 大学病院におけるヘルニア手術の教育の課題とその対応策
星野　明弘 東京医科歯科大学 消化管外科学

SY1-06 当科における鼠径部ヘルニア手術の教育：おもに後期研修医に対して
野村　　務 日本医科大学 消化器外科

SY1-07 当科におけるヘルニア教育の現状と課題
岡澤　　裕 順天堂大学医学部 下部消化管外科

SY1-08 当科における医学生へのヘルニア手術教育
鳥居　　翔 浜松医科大学医学部付属病院 一般・消化器外科

SY1-09 当院における鼠径ヘルニアを中心とした腹腔鏡手術教育
齊藤　卓也 愛知医科大学 消化器外科

SY1-10 ヘルニア部門立ち上げによる当院での取り組み  
－ヘルニア手術は大学でどうあるべきか－
牛嶋　北斗 近畿大学病院 外科

SY1-11 当院におけるヘルニア手術・教育の現状
山口　　祥 高知大学 外科1

SY1-12 島根大学での腹腔鏡下ヘルニア修復術を用いた若手外科医育成の取り組み
山本　　徹 島根大学医学部 消化器・総合外科
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シンポジウム2　 鼠径部ヘルニア症例登録制度の可能性を探る  
－NCD全国登録 vs. 専門医限定登録

11月3日火　10:40-11:50
座長：宮崎 恭介（みやざき外科・ヘルニアクリニック 院長） 
　　　嶋田 　元（聖路加国際病院 ヘルニアセンター センター長）

SY2-01 成人鼠径部ヘルニア修復術の症例登録、前向きアンケート調査
宮崎　恭介 みやざき外科・ヘルニアクリニック

SY2-02 鼠径部ヘルニア症例登録の可能性を探る：限定登録が現実的である
サシーム パウデル 製鉄記念室蘭病院 外科

SY2-03 EuraHS QOL調査シートを用いた術後フォローの画一化
佐藤　正範 浜松医科大学 一般消化器外科

SY2-04 フォローなき症例登録は意義に乏しい
田崎　達也 JA広島総合病院 外科

SY2-05 滋賀県ヘルニア研究会での症例登録の現状
清水　智治 滋賀医科大学医学部附属病院 医療安全管理部

SY2-06 National clinical databaseを補完するシステムの必要性
横井　忠郎 聖路加国際病院 消化器・一般外科

シンポジウム3　 Evidence from Japanを発信していこう  
－どうすれば比較試験はできるのか

11月3日火　13:00-14:10
座長：諏訪 勝仁（東京慈恵会医科大学附属第三病院 外科 准教授） 
　　　長久 吉雄（倉敷中央病院 外科部長）

SY3-01 パラシュートの安全性は比較試験で示すことが出来ない話
小川　　稔 多根総合病院 外科

SY3-02 英文論文作成のすすめ ～Herniaへの投稿経験から～
金子　奉暁 東邦大学医療センター大森病院 消化器センター 外科

SY3-03 努力次第で市中病院でも英語論文は書ける！
甲賀　淳史 富士宮市立病院 外科

SY3-04 本邦における鼠径ヘルニア術後慢性疼痛の実態 －多施設共同前向き研究
成田　匡大 京都医療センター 外科
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SY3-05 局所麻酔下鼠径ヘルニア手術における鎮静薬のRCT: dexmedetomidine vs midazolam
三品　拓也 豊橋市民病院 外科／大垣市民病院 外科

シンポジウム4　 「前立腺手術後」だけじゃない！手術前後の他疾患と 
鼠径部ヘルニア手術をどう両立させていくか

11月4日水　8:50-10:38
座長：堀 　孝吏（寺田病院 外科部長） 
　　　藤井 靖久（東京医科歯科大学大学院 腎泌尿器外科学 教授）

SY4-01 他疾患の治療に影響を与え・与えられるヘルニア治療
堀　　孝吏 寺田病院 外科

SY4-02 前立腺全摘術後鼠径ヘルニアの臨床学的検討
福﨑　孝幸 大阪府済生会千里病院 消化器外科

SY4-03 泌尿器科領域における手術既往のある鼠径ヘルニア症例に対する治療戦略
松尾　祐太 徳島赤十字病院 外科

SY4-04 当院におけるRARPを中心とする骨盤手術前後の鼠径ヘルニア手術への取り組み
門馬　浩行 兵庫県立加古川医療センター 外科

SY4-05 前立腺癌手術とヘルニア手術を取りまく現状と問題点
宮嶋　　哲 東海大学医学部 外科学系泌尿器科学

SY4-06 鼠径ヘルニア術前PSA測定の意義
長浜　雄志 九段坂病院 外科

SY4-07 ロボット支援前立腺全摘における術後鼠経ヘルニア予防の試み
影山　幸雄 埼玉県立がんセンター 泌尿器科

SY4-08 前立腺全摘術後に発症した鼠径ヘルニアの検討 ～泌尿器科との取り組みに向けて～
三賀森　学 大阪警察病院 外科

SY4-09 進行直腸癌に対する側方リンパ節郭清後に発生する鼠径ヘルニア
谷岡　利朗 総合病院 土浦協同病院 消化器外科
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シンポジウム5　女性外科医の役割を探る －ヘルニアこそ女性外科医の活躍の場

11月3日火　14:20-15:40
座長：川原田 陽（国家公務員共済組合連合会 斗南病院 外科 消化器外科センター長） 
　　　金平 　文（メディカルトピア草加病院 ヘルニアセンター長）

SY5-01 鼠径ヘルニア診療に求められる医師像とは
金平　　文 メディカルトピア草加病院 外科

SY5-02 女性外科医を続けるために
亀井奈津子 聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科

SY5-03 女性外科医が自信をもって活躍できるために
瀧井麻美子 景岳会 南大阪病院 消化器外科

SY5-04 女性外科医が活躍し続ける場として：日帰り手術
長谷川和住 医療法人聖敬会 北仙台はせがわクリニック

SY5-05 私の考える女性外科医の働き方
番場　嘉子 東京女子医科大学 消化器・一般外科

SY5-06 当院における女性外科医の現状
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

SY5-07 当科における鼠径ヘルニア手術と女性外科医の役割
町田枝里華 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

パネルディスカッション

パネルディスカッション1　 女性鼠径ヘルニアの至適治療法を考える  
－神経はどうする？ メッシュの適応は？ 術後の妊娠は？

11月3日火　15:50-17:10
座長：亀井 奈津子（聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科）

PD1-01 日帰り手術クリニックにおける女性鼠径部ヘルニア症例の特徴
今津　浩喜 医療法人 いまず外科

PD1-02 女性鼠径ヘルニアの鼠径部切開法を中心とした治療戦略
坂本　一喜 なんば坂本外科クリニック

PD1-03 治療経験に基づいた若年女性鼠径部腫瘤の治療方針と術式
津村　裕昭 広島市立舟入市民病院 外科
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PD1-04 女性の鼠径ヘルニアにおける諸問題？の検討
長谷川和住 医療法人聖敬会 北仙台はせがわクリニック

PD1-05 当院における女性鼠径部ヘルニアの手術成績と今後の課題
藤井　　圭 医療法人 原三信病院 外科

PD1-06 成人女性ヌック管水腫に対する治療方針 －前方アプローチで行なっている施設から－
林　　　豊 東京医科大学 消化器・小児外科学分野

PD1-07 当院での女性鼠径部ヘルニアの治療戦略
原　　圭吾 川口市立医療センター 消化器外科

PD1-08 当科の女性鼠径部手術における特殊な病態（Nuck管水腫や子宮内膜症など）の検討
銭谷　成剛 大阪警察病院 外科

パネルディスカッション2　 なぜこのデバイスは臨床の現場から消えていったのか

11月4日水　10:30-11:50
座長：池田 義博（岡山そけいヘルニア日帰り手術 Gi 外科クリニック）

PD2-01 当科における鼠径部ヘルニア手術術式の変遷
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

PD2-02 当院におけるKugel法に準じた鼠径部切開腹膜前腔到達法のデバイスの変遷
小田　　斉 おだクリニック日帰り手術外科

PD2-03 メッシュの特性を理解する：なぜlightweight, large poreなのか？
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

PD2-04 再発防止にはHeavyweight Meshどうでしょう 
～Bard 3D Max®を用いた単孔式TEP法の治療成績と提言～
池田　義博 岡山そけいヘルニア日帰り手術 Gi外科クリニック

PD2-05 sublay mesh手術は、underlay mesh手術を凌駕し得るか： 
MILOS導入後の臨床成績の検討
植野　　望 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 外科

PD2-06 成人鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下IPOM法
西森　英史 札幌道都病院 外科

PD2-07 臓器把持用機器FJ Clip（Free Jaw Clip）の新型FJ Neo 7（Free Jaw Clip neo 7）を用いた
TAPP
藤井　秀則 福井赤十字病院 外科
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パネルディスカッション3　 先生ならどうしますか？  
－複雑な腹壁瘢痕ヘルニアの治療戦略

11月4日水　13:10-14:30
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）
　　　中川 雅裕（浜松医科大学 形成外科 教授）

PD3-01 腹直筋筋皮弁乳房再建術後の腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹直筋前鞘翻転法
伊藤　契 東京都教職員互助会 三楽病院 外科

PD3-02 8cmの傍ストーマヘルニアを伴う人工肛門閉鎖術の一例
太田　智之 医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院

PD3-03 メッシュ感染を伴った大腸がん術後の腹壁瘢痕ヘルニアの一例
石崎　雅浩 岡山労災病院 外科

PD3-04 胸骨縦切開感染巣に対する大網充填術後に発生した上腹部腹壁瘢痕ヘルニアの 
治療経験
湯浅　康弘 徳島赤十字病院 外科

PD3-05 肥満外科手術が予定されている巨大腹壁瘢痕ヘルニア患者の治療戦略
佐藤　正範 浜松医科大学 一般消化器外科

パネルディスカッション4　 短期滞在ヘルニア手術を安全に行うには  
－コメディカルの視点も含めて

11月4日水　13:40-14:50
座長：長谷川 和住（医療法人聖敬会 北仙台はせがわクリニック 理事長）

PD4-01 ワンチームで取り組む日帰り手術
猪股　寛美 医療法人聖敬会 北仙台はせがわクリニック

PD4-02 鼠径部ヘルニアに対するTAPP、1泊2日の検討
曽我　耕次 JCHO神戸中央病院 外科

PD4-03 小さな施設でヘルニア手術を安全に行う取り組み ～チームで目指そう技術認定医～
蜂谷　裕之 蜂谷病院／獨協医科大学病院 第二外科

PD4-04 日帰り手術専門クリニックでTAPP法による日帰り腹腔鏡下手術を安全に行う 
キーポイント
松下　公治 東京外科クリニック 外科／板橋中央総合病院 外科

PD4-05 地方一般病院における日帰り手術 ―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
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PD4-06 2000例から学んだ術前術後オリエンテーションの実際　 
高齢者も一目でわかる！をモットーに
壷井　ゆみ 岡山そけいヘルニア日帰り手術 GI外科クリニック

パネルディスカッション5　 鼠径部ヘルニアの術前画像診断はどこまで必要なのか

11月4日水　9:00-10:20
座長：小田 斉（おだクリニック日帰り手術外科）

PD5-01 鼠径部ヘルニアにおける術前CT診断の有用性
田中　　穣 済生会松阪総合病院 外科

PD5-02 ヘルニア診断目的のCT検査画像内での他病変併存のリスク
十川　康弘 上都賀総合病院 外科

PD5-03 鼠径ヘルニア術前の腹臥位CTの有用性に対する検討
吉岡　慎一 八尾市立病院 消化器外科

PD5-04 成人鼠径部ヘルニア嵌頓の特徴的なCT画像と治療方針について
川村　英伸 岩手県立二戸病院 外科

PD5-05 鼠径部ヘルニアの術前画像診断 －ヘルニオグラフィー（HG）でわかってきたこと－
川村　　徹 日産厚生会 診療所

PD5-06 鼠径ヘルニアの術前超音波検査の有用性
森　　和弘 もりクリニック

PD5-07 超音波検査での鼠径部ヘルニアの存在診断、タイプ診断、ヘルニア門径診断
佐藤　正範 浜松医科大学 一般消化器外科

ビデオシンポジウム

ビデオシンポジウム1　 発生部位別に考える、腹壁ヘルニア手術のベストプラクティス 
－ここのヘルニアだからこの方法を選んだ

11月3日火　9:00-10:30
座長：川村 英伸（岩手県立二戸病院 外科） 
　　　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 助教）

VS1-01 Endoscopic Rives-Stoppa法の治療成績
太田　智之 医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院 外科
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VS1-02 日帰りも出来るopen sutureless腹膜前/筋肉背部mesh法
勝本富士夫 勝本外科日帰り手術クリニック

VS1-03 eTEP TARで修復した腹部肋間ヘルニアの1例
小丹枝裕二 市立稚内病院 外科

VS1-04 腹壁ヘルニアに対するLap-IPOMの有用性の検討と当科における工夫
森　　　理 徳島赤十字病院 外科

VS1-05 当院でのEndoscopic Rives-Stoppa repair（eTEP）13例の報告
秋山　　岳 佐久医療センター 消化器外科

VS1-06 上腰ヘルニアに対する腹腔鏡下手術 －Internal Organ Retractor使用による工夫－
清水　　亘 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 外科

VS1-07 上腹部、側腹部、W3の腹壁瘢痕ヘルニアに対する術式選択
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

VS1-08 10年間の治療成績に基づく発生部位別の腹壁ヘルニア手術のベストプラクティス
当間　宏樹 医療法人 原三信病院 外科

ビデオシンポジウム2　 再発鼠径部ヘルニア症例のベストプラクティス  
－だから私はこの方法を選んだ

11月3日火　10:00-11:30
座長：和田 則仁（慶応義塾大学 一般・消化器外科）

VS2-01 当教室の再発鼠径部ヘルニアに対する治療戦略
小山　英之 昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科

VS2-02 当院における再発鼠径ヘルニアの検討
金廣　哲也 広島市立舟入市民病院 外科 小児外科

VS2-03 膨潤手技を用いた再発鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術
進　　誠也 光晴会病院 外科

VS2-04 手術成績に基づいた再発鼠径部ヘルニアに対する治療戦略
田中　　穣 済生会松阪総合病院 外科

VS2-05 再発鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径部ヘルニア手術（TAPP法）
野澤　雅之 市立島田市民病院 外科 

VS2-06 再発鼠径ヘルニアの分類と再発形式に応じた腹腔鏡下手術手技
早川　俊輔 名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器外科学



22

Hernia Week 2020 Tokyo

VS2-07 再発鼠径ヘルニアに対する治療方針
蛭川　浩史 立川綜合病院 外科

VS2-08 腹腔内から対応する鼠経ヘルニア再発症例
宮木祐一郎 聖隷浜松病院 外科

ビデオシンポジウム3　 腹腔鏡下鼠径部ヘルニア手術はどう進化する？ 
－ロボットか，3Dか，4K/8Kか

11月3日火　14:20-15:40
座長：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） 
　　　早川 哲史（刈谷豊田総合病院 腹腔鏡ヘルニアセンター 副院長）

VS3-01 ロボット支援下鼠径ヘルニア修復術　初期治療成績
松原　猛人 聖路加国際病院 ヘルニアセンター

VS3-02 ロボット支援下鼠径ヘルニア修復術の将来性
齊藤　卓也 愛知医科大学 消化器外科

VS3-03 腹腔鏡下大腿ヘルニア修復術における超高精細8K内視鏡のインパクト
東海林　裕 東京医科歯科大学 消化管外科学

VS3-04 細径鉗子・スコープホルダーを用いた，solo surgeryによるTANKO POP TAPP
小林　敏樹 静岡市立静岡病院 外科・消化器外科

VS3-05 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法
田上　和夫 うえの病院

VS3-06 成人鼠径部ヘルニアに対するICG原液含入膨潤TAPP  
－ICG Navigation Surgery the 4th－
田澤　賢一 新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科

VS3-07 今後の腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の方向性
峯田　　章 上尾中央総合病院 外科／千葉愛友会記念病院 外科

ビデオシンポジウム4　 低侵襲手術としてのLPECの可能性を探る  
－若年成人はもちろん、高齢者にこそLPEC？

11月4日水　10:30-11:50
座長：若林 正和（相模原協同病院 外科部長）

VS4-01 若年成人に対するLPECの当科の成績
倉橋真太郎 愛知医科大学 消化器外科
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VS4-02 成人I型鼠径ヘルニア症例へのLPEC適応について
佐竹　亮介 医療法人社団誠弘会 池袋病院 小児外科／医療法人社団誠弘会 池袋病院 消化器・一般外科

VS4-03 若年成人鼠径ヘルニアに対するLPECは有用性について
竹内　弘久 杏林大学医学部 外科（消化器・一般外科）

VS4-04 成人鼠径ヘルニアに鼠径床を剥離せず、メッシュを使用しない、より低侵襲性の 
LPEC法とAdvanced LPEC法
嵩原　裕夫 沖縄ハートライフ病院 ヘルニアセンター

VS4-05 俺みたいになるな！成人外科医が行うAYA世代女性の鼠径部ヘルニアの膨潤LPEC法
田澤　賢一 新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科

VS4-06 LPECは前立腺癌術後の鼠径ヘルニアに対して有効か？
西原　　実 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 外科

VS4-07 LPECで治せる成人鼠径ヘルニアとは？
諸冨　嘉樹 北野病院 小児外科

ワークショップ

ワークショップ1　 鼠径部解剖のポイント  
－エキスパートと語る 「まずここから覚えよう！」

11月3日火　11:00-11:50
講師：朝蔭 直樹（静和記念病院 外科 院長）

WS1-01 鼠径部の解剖について　3つの疑問点
太田　智之 医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院

WS1-02 挙睾筋温存の意義はありますか？
坂下　勝哉 大垣市民病院 外科

WS1-03 安全で確実な鼠径ヘルニア手術を行うための解剖
蜂谷　裕之 獨協医科大学病院 第二外科

WS1-04 鼠径部解剖の理解は手術成績に影響を与えるのか？
若杉　正樹 大阪労災病院 外科
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ワークショップ2　 若手に多くの術式を伝授するにはどうしたら良いのか  
－自分が得意としない術式をどう教える？

11月3日火　15:50-17:00
座長：多賀谷信美（板橋中央総合病院 消化器病センター センター長） 
　　　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・消化器外科 副院長）

WS2-01 教育的観点からみた当院での鼠経ヘルニア治療の変遷
木村　泰生 聖隷三方原病院 外科

WS2-02 組織縫合法の伝承 ～若手医師の立場から～
田中　祐介 大垣市民病院 外科

WS2-03 教室における鼠径部ヘルニア手術術式の変遷と今後の課題
原田　芳邦 昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科

WS2-04 当科における鼠径ヘルニアに対する治療戦略について
藤原　聡史 徳島赤十字病院 外科

WS2-05 ヘルニア手術の変遷　教育される側からする側へ
山口　拓也 耳原総合病院 消化器センター 外科

WS2-06 術式の伝授は一つをマスターさせることから始まる
山本　海介 あんしん会 四谷メディカルキューブ きずの小さな手術センター外科 内視鏡外科

ワークショップ3　 正直に語ろう！術後早期合併症 －私のリカバリーショット

11月4日水　9:00-10:20
座長：進 　誠也（特定医療法人 光晴会病院 外科 内視鏡外科部長） 
　　　中野 敢友（広島市立広島市民病院 外科部長）

WS3-01 メッシュ除去を要した腹壁ヘルニア術後メッシュ感染の3例
手嶋　浩也 大垣市民病院 外科

WS3-02 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術後に発症した腸閉塞の1例
佐藤　宏彦 JA徳島厚生連 吉野川医療センター 外科

WS3-03 腹腔鏡下ヘルニア修復術後の腹膜離開により腸閉塞を来たし再手術を要した1例
砂川　秀樹 新東京病院 消化器科

WS3-04 腹腔鏡下修復術後に消化管穿孔をきたした閉鎖孔ヘルニア症例
河合　　央 岡山労災病院 外科

WS3-05 鼠径ヘルニア術後出血に対し再手術で止血した1例
恩田　真二 東京慈恵会医科大学 肝胆膵外科
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WS3-06 腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術後疼痛に対してタッカー除去術が奏功した一例
宮川　哲平 総合南東北病院 外科

主題関連演題

主題関連演題1　ビデオシンポジウム2関連

11月3日火　9:00-9:48
座長：大坪 毅人（聖マリアンナ医科大学 一般外科）

RS1-01 前回術式から考える、再発鼠径ヘルニアに対する治療選択
田崎　達也 JA広島総合病院 外科

RS1-02 TEP後の再発にはLichtenstein －再発例から考察－
武者　信行 済生会新潟病院 外科

RS1-03 再発鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下IPOM法
西森　英史 札幌道都病院 外科

RS1-04 再発鼠径部ヘルニアのベストプラクティスはガイドラインに準ずること
山本　海介 あんしん会 四谷メディカルキューブ きずの小さな手術センター 外科 内視鏡外科

主題関連演題2　パネルディスカッション3関連-1

11月4日水　14:40-15:20
座長：蛭川 浩史（立川メディカルセンター 立川綜合病院 外科 主任医長）

RS2-01 多部位に発生した腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療 －先生ならどう治療しますか－
田崎　達也 JA広島総合病院 外科

RS2-02 膿胸に対して大網充填後発生した左横隔膜ヘルニアにたいし腹腔鏡下修復術を行った
一例
廣重　彰二 大分赤十字病院 外科

RS2-03 腹壁瘢痕ヘルニア修復術後メッシュ辺縁に生じる慢性疼痛、ヘルニアの予防策
多田羅　敬 兵庫県立加古川医療センター 外科

RS2-04 3度の開腹歴およびメッシュによる癒着性イレウスを有した腹壁瘢痕ヘルニア治療経験
瀧井麻美子 景岳会 南大阪病院 消化器外科

RS2-05 ストマ傍ヘルニア合併の腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔鏡下手術後の遅発性小腸穿孔
肥田　侯矢 京都大学 消化管外科
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主題関連演題3　パネルディスカッション3関連-2

11月4日水　15:30-16:20
座長：蜂須賀 丈博（市立四日市病院 外科 診療部長）

RS3-01 Component separate法で修復した小腸と瘻孔を形成したコンポジットメッシュによる
腹壁再建後の1例
細野　雅義 愛仁会 高槻病院 消化器外科

RS3-02 メッシュを用いた腹壁ヘルニア手術後の再発に対し、anterior component separation法
とSutureless Rives-Stoppa法を施行した症例
勝本富士夫 勝本外科日帰り手術クリニック

RS3-03 治療に苦慮した腹直筋皮弁採取後の腹壁瘢痕ヘルニア
宮木祐一郎 聖隷浜松病院 外科

RS3-04 前立腺癌術後の恥骨上腹壁瘢痕ヘルニアと左外鼠径ヘルニアを合併した一例
加藤　隆二 群馬大学医学部 消化管外科

RS3-05 胸・腹部大動脈瘤術後の腹部膨隆に対する治療
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

RS3-06 複数の開腹歴を持ち両側閉鎖孔ヘルニア修復術（DK法）術後の腹壁瘢痕ヘルニア
岡本　敦子 川口市立医療センター 消化器外科

主題関連演題4　ワークショップ3関連

11月4日水　10:48-11:20
座長：長江 逸郎（東京医科大学 消化器・小児外科分野 兼任准教授）

RS4-01 TAPP法術後の漿液腫・血腫の予防方法と手技
尾形　頼彦 高松市立みんなの病院 外科

RS4-02 抗血栓薬内服中の鼠径ヘルニア手術はLichtenstein法を選択すべきである
中野　敢友 広島市立広島市民病院 外科

RS4-03 術後合併症に対する私のリカバリーショット  
－ヘルニア修復術後の癒着性腸閉塞に対する腹腔鏡下腸閉塞解除術－
髙橋　宏一 日本医科大学武蔵小杉病院 消化器外科

RS4-04 TAPP術後のメッシュバルジに対するリカバリー手術 ―フラットメッシュの注意点―
新名　一郎 潤和会記念病院 外科
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学会長賞

学会長賞　国際学会デビューに向けて －初めての英語口演

11月4日水　13:00-13:30
座長：山本 海介（医療法人社団あんしん会 四谷メディカルキューブ きずの小さな手術センター） 
　　　川下 雄丈（福岡青洲会病院 外科）

PA1-01 A Case of Meralgia Paraesthetica after Transinguinal Preperitoneal Groin Hernia Repair
Kentaro Goto Kyoto Medical Center

PA1-02 The Significance of Hernia Surgery for Young Surgeons
Katsuya Sakashita Department of Surgery, Ogaki Municipal Hospital

PA1-03 TAPP is an important surgery to become a leading surgeon
Yuichiro Furutani Fukui prefectural hospital Surgery

学会長賞　自称「若手」医師限定！ －初めてのヘルニア手術経験1

11月4日水　13:40-14:40
座長：松村　　勝（戸畑共立病院 ヘルニア外科） 
　　　宮木祐一郎（聖隷浜松病院 外科 一般外科部長）

PA3-01 初めての鼠径ヘルニア手術
笠井　大貴 青森市民病院 外科

PA3-02 TAPP初執刀から考案したドライラボにおける工夫
谷田部悠介 総合病院土浦協同病院 消化器外科

PA3-03 外科千里の道もヘルニア一件から
須田光太郎 獨協医科大学病院 第二外科

PA3-04 市中病院での鼠径部ヘルニアに対してTAPPの導入 ～導入初期の手術成績～
スレスタ サントス 東葛病院 外科

PA3-05 初めてのヘルニア手術 ～SILS-TEPでの解剖の理解と技術を習得～
乾　　元晴 大阪警察病院 外科

PA3-06 私にとってのTAPPの標準手技
上畑　恭平 倉敷中央病院 外科

PA3-07 TAPP法を用いて修復した巨大鼠径ヘルニアの1例
西田　裕紀 徳山中央病院 外科
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学会長賞　自称「若手」医師限定！ －初めてのヘルニア手術経験2

11月4日水　14:50-15:40
座長：東海林 裕（東京都保健医療公社 豊島病院 外科 外科医長） 
　　　野澤 雅之（市立島田市民病院 外科医長）

PA4-01 後期研修中に経験した初めての鼠径ヘルニアTAPP法
松本　　萌 新座志木中央総合病院 外科

PA4-02 6か月の外科研修で経験した鼠径ヘルニア手術の反省と今後の課題
水澤　由樹 自治医科大学附属さいたま医療センター

PA4-03 腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP法）後に腹腔内出血をきたした1例
伊藤　その 都立広尾病院 外科

PA4-04 単孔式腹腔鏡下全腹膜前腔到達腹膜前修復術で修復し得た両側再発性鼠径ヘルニア 
一例
江崎さゆり 市立豊中病院 外科

PA4-05 外科医になって1年 ～初めてのヘルニア手術経験～
柴田　祥之 JA広島総合病院 外科

PA4-06 当院での腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（TAPP）術者基準と教育方法
山﨑　　彩 聖隷浜松病院 外科

学会長賞　医学生・前期研修医限定！ －初めての全国学会

11月4日水　15:50-16:30
座長：伊藤 　契（公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院 外科） 
　　　若杉 正樹（大阪労災病院 外科副部長）

PA2-01 A case of recurrent incisional hernia after removal of the infected mesh repaired using 
free fascia lata graft
大谷　啓江 千葉医療センター 臨床研修部

PA2-02 右鼠径ヘルニア嵌頓様症状を呈した穿孔性虫垂炎の一例
坂齋　健人 東邦大学医療センター大森病院 総合診療急病センター

PA2-03 より安価でリアルな腹膜閉鎖練習器を追求する
小野田有希 聖隷浜松病院 外科

PA2-04 体外からの圧迫が嵌頓解除に有効であった閉鎖孔ヘルニアの1手術例 
濵口　　暁 日本医科大学武蔵小杉病院 消化器外科
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支部推薦演題

支部推薦演題1

11月3日火　13:00-13:40
座長：荻野 信夫（大阪府済生会 富田林病院 外科） 
　　　江口 　徹（医療法人 原三信病院）

BR-1 筋膜解剖に則った腹膜前腔到達と外側剥離先行による細径TEP法（外側アプローチ）
伊東　藤男 公立岩瀬病院 外科

BR-2 PHS法術後の長期経過後に緊急手術を要した二症例
横井　謙太 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター

BR-3 再発ゼロを目指した当院での腹壁瘢痕ヘルニア手術の工夫
金子　宜樹 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 外科

BR-4 緊急手術を施行した閉鎖孔ヘルニア36症例の検討
大渕　佳祐 市立函館病院 消化器外科

BR-5 スポーツヘルニアに対して鼠径床の補強により症状改善がみられた3例
浮田　大貴 聖隷浜松病院 外科

BR-6 当院でのTAPP術後合併症の経験
坂本友見子 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 外科

支部推薦演題2

11月3日火　13:50-14:30
座長：窪田　晃治（信州大学医学部 外科学教室 消化器・移植・小児外科分野） 
　　　宮木祐一郎（聖隷浜松病院 外科 一般外科部長）

BR-7 CT画像による膀胱上窩ヘルニア診断の考察
浦部　貴史 利根中央病院

BR-8 内ヘルニア術前CT診断の検討
岩城　孝和 柏崎総合医療センター 外科

BR-9 前立腺全摘術後の鼠径ヘルニアに対するTAPPの治療成績 －当院32例の検討－
山田　　徹 市立旭川病院 外科

BR-10 再発、合併症軽減を目指した腹壁ヘルニア手術に対する様々な手術手技の導入
平川　俊基 府中病院 外科センター
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BR-11 当院における閉鎖孔ヘルニア47例の検討
鈴木　優也 総合南東北病院 外科

BR-12 鼠径部膀胱ヘルニアに対して高位腹膜切開アプローチによる単孔式TAPPを行った3例
河野　修三 うえの病院

支部推薦演題3

11月3日火　14:40-15:15
座長：高山 祐一（大垣市民病院 外科部長） 
　　　十川 康弘（上都賀総合病院 外科）

BR-13 腹腔鏡下ヘルニア根治術（TAPP）における、セプラフィルム®貼付時の一工夫
俵　　広樹 厚生連高岡病院 外科

BR-14 腹腔鏡で修復した大腿ヘルニア、閉鎖孔ヘルニアを合併した坐骨孔ヘルニアの1例
清水　正幸 済生会横浜市東部病院 消化器センター 外科

BR-15 茨城ヘルニア研究会のこれまでと、今後について
田村　孝史 筑波胃腸病院

BR-16 TAPP法におけるmesh位置の簡便な確認法
湯浅　康弘 徳島赤十字病院 外科

BR-17 腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP法）後再発例の検討
金村　剛志 済生会 富田林病院 外科

支部推薦演題4

11月3日火　15:25-16:00
座長：谷岡 利朗（総合病院 土浦協同病院） 
　　　鶴間 哲弘（JR 札幌病院 外科 副院長）

BR-18 Components separation法による修復と人工肛門閉鎖を同時に施行した憩室穿孔術後
腹壁瘢痕ヘルニアの一例
宮城　良浩 琉球大学医学部 第一外科

BR-19 鼠径ヘルニア術後の難治性疼痛およびACNESに対する神経切離術の経験
近藤　喜太 岡山大学大学院 消化器外科学

BR-20 小児における日帰り腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術の導入
森　　昌玄 東海大学医学部 小児外科
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BR-21 TAPP法における下腹壁動脈の走行による出血リスクの検討
油木　純一 医療法人昴会 東近江市立能登川病院 外科

BR-22 術中のメッシュ損傷が再発の原因と考えられた再発性腹壁瘢痕ヘルニアの1例
中島　康介 彩の国東大宮メディカルセンター 外科

支部推薦演題5

11月3日火　16:10-16:45
座長：吉岡 慎一（八尾市立病院 外科部長） 
　　　大坪 毅人（聖マリアンナ医科大学 一般外科）

BR-23 鼠径ヘルニア術後慢性疼痛に対して腹腔鏡下にメッシュを除去した症例の検討
金平　　文 メディカルトピア草加病院 外科・ヘルニアセンター

BR-24 緊急手術を施行した鼠径部・閉鎖孔ヘルニア嵌頓36症例の検討
平原　正隆 長崎みなとメディカルセンター

BR-25 当院における腹壁瘢痕ヘルニア症例の検討
仲本　正哉 ハートライフ病院 外科

BR-26 稀な鼠径ヘルニアの術前評価モデル（atypical hernia risk score）の構築
本山　博章 北アルプス医療センター あづみ病院 外科

BR-27 当院におけるセルフグリップメッシュを用いたリヒテンシュタイン法の検討
甲斐田大資 金沢医科大学 一般・消化器外科


