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一般演題

一般演題1　基礎，総論

DP01-01 2018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
外川　雄輝 倉敷中央病院 外科

DP01-02 第14回関西ヘルニア研究会アンケート ＜こだわりの鼠径部ヘルニア手術＞
大川　　淳 愛心会 東宝塚さとう病院 外科

DP01-03 鼠径部ヘルニアに対する男女別治療成績の比較検討
高山　祐一 大垣市民病院 外科

DP01-04 TAPP術後のメッシュ収縮に関する考察
渡野邉郁雄 順天堂大学練馬病院 総合外科

一般演題2　術前診断

DP02-01 鼠径部ヘルニア術前エコー診断の有用性と限界
山田　　誠 岐阜市民病院 外科

DP02-02 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
勝谷亮太郎 市立四日市病院 外科

DP02-03 鼠径ヘルニア術前超音波検査の有用性
大西　　直 西宮市立中央病院 外科

DP02-05 鼠径ヘルニア手術における術前CTの有用性
松本　　萌 新座志木中央総合病院 外科

DP02-06 TAPP術前のCT所見が極めて有効であった、ヘルニア門が不明瞭な2症例
植木　知身 小樽掖済会病院 外科

DP02-07 当科鼠径ヘルニア術前診断における課題の検討
大谷　将秀 旭川医科大学 消化管外科

DP02-08 鼠径部ヘルニアと鑑別診断困難であった転移性腫瘍の2例
今津　浩喜 医療法人 いまず外科
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一般演題3　術後合併症

DP03-01 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術後早期にメッシュ感染を発症した一例
菊家　健太 帝京溝ノ口病院 外科

DP03-02 腹壁瘢痕ヘルニア修復術後に晩期メッシュ感染をきたした症例の経験から
須知健太郎 京都九条病院 外科

DP03-03 難治性腹水貯留の原因と考えられた腹壁瘢痕ヘルニアメッシュ感染の1例
山口　智之 岸和田徳洲会病院 外科

DP03-04 鼠径ヘルニア術後のメッシュ皮膚瘻に対しメッシュ部分除去及び局所陰圧閉鎖療法
にて治療した1例
辻尾　　元 社会医療法人生長会 府中病院 外科センター

DP03-05 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
野田　裕俊 市立四日市病院 外科

DP03-06 Mesh Plug修復術後8年目に慢性疼痛に対する外科的アプローチを施行した一例
宗景　史晃 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 外科

DP03-08 TAPP術後早期に発症した腹膜縫合部からの腸管嵌入に対して腹腔鏡下手術を 
施行した1例
角田　　元 市立甲府病院 外科

一般演題4　指導教育，短期滞在

DP04-01 当科における鼠経ヘルニア手術の現状と課題
古北　由仁 高知赤十字病院 外科

DP04-02 当院での定型化したTAPP術式における専攻医の手術成績
林　　理絵 市立伊丹病院 外科

DP04-03 当院における若手専門研修医に対するヘルニア教育の現状
盛　　直生 山形県立中央病院 外科

DP04-04 他領域での内視鏡外科学会技術認定取得者におけるTAPP法のラーニングカーブの 
検討
山崎　僚人 東京都立松沢病院 外科

DP04-05 クリニックでの日帰りそけいヘルニア手術運用の工夫
中山　幹大 湘南台ふかさわクリニック

DP04-06 卒後7年目外科医による腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）の導入経験
田子　友哉 新座志木中央総合病院 外科
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一般演題5　鼠径部ヘルニア - 鼠径部切開法

DP05-01 当院におけるLichtenstein法の工夫と治療成績
小林　博喜 西陣病院 外科

DP05-02 ONSTEP法の適応条件を考える
柳　　　健 東京デイサージェリークリニック

DP05-03 当クリニックにおけるMesh plug法による短期滞在治療
広津　　順 ひろつおなかクリニック

一般演題6　鼠径部ヘルニア - TAPP法

DP06-01 大腿ヘルニア嵌頓，内外合併鼠経ヘルニア，閉鎖孔ヘルニア，臍ヘルニアを認め，
TAPP法で一期的に修復した1例
井上　弘章 尾道市立市民病院 外科 

DP06-02 当科における抗血栓療法症例に対する腹腔鏡下鼠径へルニア修復術（TAPP法）の検討
久保田竜生  国立病院機構 熊本医療センター 外科

DP06-03 当院における後期高齢者に対するTAPP法の検討
草間　　啓 長野赤十字病院 外科

DP06-04 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

DP06-05 Trapezoid of disasterへの打鋲方法（STAR）
長久　吉雄 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 外科

DP06-06 大腿ー大腿動脈バイパス術（F-F bypass）後の両側鼠経ヘルニアに膨潤TAPP法を 
施行した一例
田澤　賢一 新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科

DP06-07 当院におけるTAPPの治療成績とReduced Port Surgeryの取り組み
藤本　直斗 市立豊中病院 外科

DP06-08 当院における腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）の定型化の試み
平木　将之 市立伊丹病院 外科／関西ろうさい病院 外科

DP06-09 鼠径ヘルニアに対するTAPP法における手術時間延長因子の検討
和田　範子 市立池田病院 消化器外科
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一般演題7　鼠径部ヘルニア - TEP法

DP07-01 TEP術後の異時性対側鼠径ヘルニアに対するTEPは有効か？
荻野　信夫 大阪府済生会 富田林病院 外科

DP07-02 内臓逆位に合併した片側再発の両側鼠径ヘルニアに腹腔内観察併用TEP法を 
施行した1例
下村　　晋 福岡県済生会 大牟田病院 外科

DP07-03 非還納型陰嚢ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠経ヘルニア修復術（TEP）の経験
小山　　剛 明治橋病院 外科

DP07-04 鼠径部ヘルニアに対する超音波凝固装置を用いないSILS-TEPの試み
鈴木　陽三 市立豊中病院 外科

DP07-05 TEPにおける腹直筋後鞘展開の工夫
鈴木　隆二 筑波胃腸病院 外科

一般演題8　鼠径部ヘルニア - その他の腹腔鏡法

DP08-01 若年成人鼠径ヘルニアにおけるヘルニア門の検討
栄　由香里 泉大津市立病院 外科／大阪市立大学 小児外科

DP08-02 当院での単孔式腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖術（LPEC-TANKO法）症例の検討
甲村　　稔 総合大雄会病院 外科

DP08-03 両側鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下Stoppa（GPRVS）法
七里　圭子 手稲渓仁会病院 外科

一般演題9　Nuck管水腫

DP09-01 成人Nuck管水腫に対する手術術式の検討
安田　　潤 大阪中央病院 外科

DP09-02 当院におけるNuck管水腫切除17例の経験
佐藤　大介 斗南病院 外科

DP09-03 成人に発症し腹腔内との交通を認めたNuck管水腫の1例
山崎　僚人 東京都立松沢病院 外科／東京都立多摩総合医療センター 外科

DP09-04 TAPP併用前方到達法で完全切除した巨大Nuck管水腫の1手術例
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

DP09-05 生殖可能年齢にある成人女性への嚢腫病変を伴う鼠径部膨隆症状に対する治療戦略
若林　哲司 昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科
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DP09-06 成人Nuck管水腫に対する腹腔鏡下摘出術の一例
川上　義行 福井赤十字病院 外科

DP09-07 成人女性鼠径管内嚢胞性腫瘤に対する治療戦略
竹内　弘久 杏林大学医学部 外科（消化器・一般）

DP09-08 TEP法でのNuck管完全切除の手術手技の工夫
田上　創一 横浜青葉そけいヘルニア・外科クリニック

一般演題10　鼠径部ヘルニア - 再発

DP10-01 再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術（TAPP）の有用性の検討
岩内　武彦 府中病院 外科

DP10-03 TAPP法による再発ヘルニア修復術からみたUnderlay法の問題点
高野　祥直 総合南東北病院 外科

DP10-04 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
今　　裕史 KKR札幌医療センター 外科

DP10-05 当院における再発鼠径ヘルニアに対する治療成績
中原裕次郎 大阪警察病院 消化器外科

DP10-06 Hybrid法による再発鼡径ヘルニア修復術後の再々発に腹腔鏡下ヘルニア修復術を 
施行した1例
中山　義人 八戸市立市民病院 外科

DP10-07 当院における再発鼠径ヘルニアの腹腔鏡下手術についての治療報告
柏本　錦吾 京都山城総合医療センター 外科

DP10-08 メッシュプラグ法術後の両側再発鼠経ヘルニアに対してTAPP法を施行した1例
平本　秀一 済生会滋賀県病院 外科

DP10-09 再発鼠径ヘルニアに対するTAPP法の有用性
北野　悠斗 公立松任石川中央病院 外科

一般演題11　鼠径部ヘルニア - 嵌頓

DP11-01 高度腹壁静脈瘤を伴う末期肝硬変患者の鼠径ヘルニア嵌頓に対し 
hybrid Lichtenstein法を施行した1例
家根　由典 近畿大学病院 外科

DP11-02 緊急手術を要した鼠径部ヘルニア嵌頓症例の検討
河本　洋伸 岡山済生会総合病院 外科
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DP11-03 緊急手術を施行した鼠径部ヘルニア嵌頓症例の検討
吉澤　隆裕 信州上田医療センター 外科

DP11-04 鼠径ヘルニア嵌頓症例における用手還納後待機手術の検討
甲賀　淳史 富士宮市立病院 外科

DP11-05 鼠径部ヘルニア嵌頓緊急手術症例の検討
若狭　悠介 青森市民病院 外科

DP11-06 腸管壊死を伴う鼠径部ヘルニア嵌頓に対する腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP法）での
治療戦略
片岡　　淳 春秋会 城山病院 消化器・乳腺センター 外科

DP11-07 妊娠7週目に鼠径ヘルニア嵌頓を来した一例
野間　淳之 日本赤十字社 和歌山医療センター 外科

DP11-08 嵌頓鼠径部ヘルニアの治療戦略
野谷　啓之 日産厚生会 玉川病院 外科

DP11-09 鼠径ヘルニア嵌頓に対する治療成績 ～一期的メッシュ留置の是非～
有吉　要輔 市立福知山市民病院 外科

一般演題12　鼠径部ヘルニア - 偽還納

DP12-01 左鼠径ヘルニア偽還納の1例
呉　　一眞 順天堂大学医学部附属順天堂医院 下部消化管外科

DP12-02 術前診断した鼠径ヘルニア偽還納の1例
大野浩次郎 佐久総合病院 佐久医療センター 消化器外科

一般演題13　鼠径部ヘルニア - 前立腺手術後

DP13-01 ロボット支援下前立腺全摘後のTAPPの検討
浦上　　淳 川崎医科大学 総合医療センター 外科

DP13-02 当院における前立腺全摘後に発生した鼠径ヘルニアの検討
加賀城　安 松山市民病院 外科

DP13-03 腹腔鏡下手術を施行した根治的前立腺全摘後の鼠経ヘルニア症例の検討
内田　祐良 JCHO久留米総合病院 外科

DP13-04 前立腺全摘術後に発症した鼠径ヘルニア症例の検討
半沢　　光 山形県立中央病院 外科



38

Hernia Week 2020 Tokyo

一般演題14　鼠径部ヘルニア - 特殊な症例

DP14-01 de Garengeot herniaの2例
橘　　　強 市立大津市民病院 外科

DP14-02 伏臥位CTで術前診断したInterparietal herniaに対しTAPPを施行した一例
村尾　直樹 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 外科

DP14-03 当院におけるストーマを有する鼡径部ヘルニア手術症例の検討
渡辺　伸和 青森厚生病院 外科

DP14-04 鼠径ヘルニア嵌頓の緊急手術を契機に発見された悪性腹膜中皮腫の1例
島田　有貴 大阪回生病院 外科

DP14-05 鼠径ヘルニアとの関連疾患としての鼠径部脂肪腫の3例
奈良　　篤 日産厚生会 玉川病院 外科

DP14-06 経大腿動脈血管造影後の鼠径部腹壁瘢痕ヘルニア
和田　則仁 慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科

DP14-07 鼡径部ヘルニア手術を契機に診断・治療された進行卵管癌の1例
廣澤　貴志 仙台赤十字病院 外科

一般演題15　鼠径部ヘルニア - 女性患者

DP15-01 当院における女性鼠径ヘルニアに対する治療方針
政次　俊宏 佐田厚生会 佐田病院 外科

DP15-02 鼠径管内に発生した子宮内膜症の悪性転化の1例
鷹尾　千佳 総合大雄会病院 外科

DP15-03 鼠径ヘルニアと鑑別が困難であった鼠径部子宮内膜症の1例
畑　　知樹 市立貝塚病院 外科

DP15-04 女性鼠径部ヘルニアの至適治療法：内膜症併存症例
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

一般演題16　膀胱ヘルニア

DP16-01 メッシュ挿入後の膀胱ヘルニア再発に対し、膨潤麻酔併用TAPP法にて修復した1例
関根　慎一 かみいち総合病院 外科

DP16-02 大腿輪をヘルニア門とした膀胱ヘルニア嵌頓の1例
原田愛倫子 東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科
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DP16-03 TAPP法が有用であった鼠径ヘルニア術後再発膀胱ヘルニアの1例
甲津　卓実 大津赤十字病院 外科

DP16-04 TAPP法にて修復した鼠径部膀胱ヘルニアの1例  
－当院における膀胱ヘルニアの手術の工夫－
佐藤　孝洋 総合南東北病院 外科

DP16-05 腹腔鏡下修復術を行なった鼠径部膀胱ヘルニアの3例
中嶋　　潤 医療法人三省会 堀江病院 外科

DP16-06 術前CTにて診断し得た鼠径部膀胱ヘルニアの2例
長谷川　毅 馬場記念病院 外科

DP16-07 TAPPで修復した陰嚢まで達する I型鼠径部膀胱ヘルニアの一例
田原　俊哉 呉医療センター・中国がんセンター 外科

一般演題17　大腿ヘルニア

DP17-01 男性大腿ヘルニア発症の背景因子 ―当院における28例の検討―
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

DP17-02 Hybrid法による修復術を施行した、大腿ヘルニア嵌頓の一例
篠原　　元 東京医科歯科大学 消化管外科学分野

DP17-03 水腫を合併した大腿ヘルニアに対して鼠径部切開法で修復した1例
濱田　哲宏 宝塚市立病院 外科

一般演題18　閉鎖孔ヘルニア

DP18-01 非観血的整復術後待機的に腹腔鏡下修復術を施行した閉鎖孔ヘルニアの2例
加藤　文昭 総合病院 厚生中央病院 外科

DP18-02 自然還納後に待機的に鼠径法で修復した閉鎖孔ヘルニアの1例
宮原　悠三 とちぎメディカルセンターしもつが 外科

DP18-03 当院における閉鎖孔へルニア17例の検討
原田真之資 トヨタ記念病院 消化器外科

DP18-04 当院における閉鎖孔ヘルニア8例に対する術式の検討
江口　　聡 市立池田病院 消化器外科

DP18-05 “死冠”の結紮により対側手術の出血量を抑えた異時性両側閉鎖孔ヘルニア嵌頓の 
一例
高田　潤一 総合病院 国保旭中央病院 外科



40

Hernia Week 2020 Tokyo

DP18-06 用手整復と鏡視下手術を軸とした閉鎖孔ヘルニア嵌頓の治療戦略
松井田　元 福島赤十字病院 外科

DP18-07 当科における腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア修復術の検討
水越　幸輔 順天堂大学 下部消化管外科

DP18-08 閉鎖孔ヘルニアに対する腹腔鏡下手術「ヘルニア門円状周囲剥離法」の有用性と 
治療成績
太枝　良夫 千葉県済生会 習志野病院 外科

DP18-09 再発閉鎖孔ヘルニアに対するDirect Kugel Patchを用いた治療
池口　文香 筑波大学医学医療系 消化器外科

DP18-10 超音波ガイド下整復後に立体型メッシュを反転留置し修復した閉鎖孔ヘルニア嵌頓
の1例
中村　宏彰 祐愛会織田病院 外科

DP18-11 閉鎖孔ヘルニア術後再発を繰り返した症例
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

一般演題19　腹壁瘢痕ヘルニア

DP19-01 「腹壁機能」とは？「機能的」腹壁瘢痕ヘルニア手術の提唱
伊藤　　契 東京都教職員互助会 三楽病院 外科

DP19-02 腹壁瘢痕ヘルニアに対するposterior component separation法の2例
一瀬　真澄 草津総合病院 消化器外科

DP19-03 当院での腎移植関連の腹壁瘢痕ヘルニアの手術成績
榎木　佑弥 日本赤十字社 和歌山医療センター 外科部

DP19-04 当科での腹壁瘢痕ヘルニア修復術の治療成績
海氣　勇気 JA広島総合病院 外科

DP19-05 Dual meshで修復した肋骨弓下腹壁瘢痕ヘルニアの1例
貝羽　義浩 仙台市立病院 外科

DP19-06 Posteriol CS+TAR法で修復した上腹部腹壁瘢痕ヘルニアの1例
吉田　公彦 相模原中央病院 外科

DP19-07 腹壁瘢痕ヘルニアに対するKnotless Tissue Control Devicesを用いた IPOM-plusの 
検討
高島　順平 帝京大学医学部付属溝口病院 外科

DP19-08 腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術におけるmesh area-to-defect area ratioの意義について
川中　博文 国立病院機構 別府医療センター 臨床研究部
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DP19-09 Component Separation法にOnlay meshを付加した腹壁瘢痕ヘルニアの8例
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

DP19-11 TiLENE®メッシュを用いた医療コストに配慮した腹壁瘢痕ヘルニアに対するeTEP法
髙田　厚史 高松市立みんなの病院 外科

一般演題20　傍ストマヘルニア

DP20-01 回腸導管傍ストーマヘルニアに対しTARとSugarbakerを組み合わせたPauli法で 
腹腔鏡下に修復した1例
今村　清隆 手稲渓仁会病院 外科

DP20-02 メッシュを自家加工して修復する傍ストーマヘルニア
辛島　龍一 済生会熊本病院 外科

DP20-03 ステロイド内服中の高度肥満患者の傍ストマヘルニアに対する外科的治療の 
タイミング
水野　　礼 京都大学 消化管外科

一般演題21　ポートサイトヘルニア

DP21-01 腹腔鏡下胆嚢摘出術後ポートサイトヘルニアと臍ヘルニアに対してEMILOS法を 
施行した1例
水谷　文俊 国家公務員共済組合連合会 東海病院 外科

DP21-02 当院での5mmポートからのポートサイトヘルニアの2例
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

DP21-03 尿管皮膚瘻の近傍に発症した5mmポートサイトヘルニアの1例
嶋津　　藍 越谷市立病院 外科

一般演題22　腹壁ヘルニア - その他

DP22-01 複雑腹壁ヘルニアに対するTransbersus abdominis muscle release（TAR）を用いた 
治療戦略
井谷　史嗣 広島市立広島市民病院 外科

DP22-02 白線ヘルニア4症例の治療経験
安田　幸司 岸和田徳州会病院 外科

DP22-03 腹腔鏡下直腸切断術後の続発性会陰ヘルニアに対して腹腔鏡下修復術を施行した2例
岡本　浩直 神奈川県立がんセンター 消化器外科
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DP22-04 腹膜前脂肪織のみが脱出した若年白線ヘルニアに対して腹腔鏡下に修復した1例
柿下　大一 岡山医療センター 外科

DP22-05 術前肥満治療により安全な術後管理が可能となった外傷性巨大側腹部ヘルニアの1例
甲斐田大資 金沢医科大学 一般・消化器外科学

DP22-06 腹壁ヘルニアに対するeTEPの短期成績と術式の定型化
今村　清隆 手稲渓仁会病院 外科

DP22-07 肋間にヘルニア門をみとめた外傷性腹壁ヘルニアを腹腔鏡下に修復した一例
小倉　礼那 伊東市民病院 外科

DP22-08 TARを念頭においたeTEP法
小丹枝裕二 市立稚内病院 外科

DP22-09 直腸切断術後に会陰ヘルニアを生じ、腹腔鏡手術で修復した1例
中山　　啓 富山市立富山市民病院 外科

DP22-10 単孔式腹膜外腔アプローチ法により修復した両側Spigelianヘルニアの1例
長岡　　慧 近畿中央病院 外科

DP22-11 当施設における腹壁ヘルニア修復術・術式選択について
鶴間　哲弘  JR札幌病院 外科

DP22-12 鏡視下TAR法で修復したSpigelian herniaの1例
梅本　一史 手稲渓仁会病院 外科

DP22-13 経会陰的に修復した腹会陰式直腸切断術後会陰ヘルニアの2例
林　　雅規 JA山口厚生連 周東総合病院 外科

DP22-14 腹壁瘢痕ヘルニアと鑑別を要したSpigelianヘルニアの2例
澤野　貴亮 東邦大学医療センター大森病院 総合診療・急病センター

一般演題23　横隔膜ヘルニア

DP23-01 Morgagni孔ヘルニアに対して腹腔鏡手術を施行した1例
丸山　翔子 聖隷三方原病院 外科

DP23-02 胸腔内脱出腸管の絞扼により緊急手術を要した成人Bochdalek孔ヘルニアの1例
窪田　拓己 岐阜県立多治見病院 外科

DP23-03 外傷性横隔膜ヘルニアに対し腹腔鏡下で修復した1例
廣砂　琢也 千葉大学医学部付属病院 食道胃腸外科
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一般演題24　食道裂孔ヘルニア

DP24-01 食道癌術後の食道裂孔ヘルニアによる横行結腸嵌頓の2例
加藤　寛章 近畿大学病院 外科

DP24-02 腹壁ヘルニア術後の食道裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡下手術を施行した一例
小泉　範明 明石市立市民病院 外科

DP24-03 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治療戦略
太田　将仁 春秋会 城山病院 消化器センター外科／大阪医科大学 一般・消化器外科

DP24-04 食道裂孔ヘルニアの発症に腰椎椎間板変性側弯の進行が関与した1例
大司　俊郎 日産厚生会 玉川病院 外科

DP24-05 体壁ヘルニアを合併した食道裂孔ヘルニアの症例に対する外科的治療の経験
竹村　雅至 景岳会 南大阪病院 外科・内視鏡外科

DP24-06 当院における食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術
藤原　理朗 高松赤十字病院 消化器外科

一般演題25　内ヘルニア - その他

DP25-01 CTで術前に診断しえた子宮広間膜ヘルニアの8例
上江洌一平 那覇市立病院 外科

DP25-02 腹腔鏡手術を行った内ヘルニアの5例
成田　　潔 桑名市総合医療センター 外科

DP25-03 横行結腸切除後の腸間膜欠損部がヘルニア門であった内ヘルニアの一例
石橋　正久 岩手県立二戸病院 外科

DP25-04 Winslow孔ヘルニアに併発した胆嚢捻転症の1例
梅谷　有希 大分三愛メディカルセンター 外科

DP25-05 巨大子宮筋腫が原因と考えられたWinslow孔ヘルニアに対して腹腔鏡下手術を 
施行した1例
本間　周作 京都大学 消化管外科


