
- 189 -

JHS

JHS会長講演

10月29日（土）　11:40-12:40 第1会場

座長：執行　友成
執行クリニック・神楽坂D.S.マイクリニック

演者：柵瀨　信太郎
聖路加国際病院

パネルディスカッション1： 
超高齢者における鼠径ヘルニアの治療戦略

10月27日（木）　8:30-9:25 第3会場

座長：川村　徹
日産厚生会玉川病院

　　　野澤　雅之
浜松医科大学

PD1-1 90歳以上の超高齢者における鼠径ヘルニア手術の 
経験
朴　秀吉
水戸済生会総合病院 外科

PD1-2 超高齢者鼠径ヘルニアに対する日帰り手術
森　和弘
もりクリニック 

PD1-3 超高齢者（80歳以上）に対する鼠径部ヘルニア修復術
の治療成績
戸崎　武
川口市立医療センター 消化器外科

PD1-4 80歳以上のヘルニア手術における局所麻酔下
Standard Kugel法の有用性
藤井　仁志
岩手県立久慈病院 外科

PD1-5 80歳以上の超高齢者におけるTAPPの安全性・ 
妥当性についての検討
中村　淳
佐賀大学医学部 一般・消化器外科

グレイのセッション名をクリックすると抄録が表示されます

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_pd1.pdf
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パネルディスカッション2： 
鼠径ヘルニア修復術における教育

10月28日（金）　8:00-9:10 第3会場

座長：大坪　毅人
聖マリアンナ医科大学

　　　土岐　彰
昭和大学

PD2-1 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の教育方針
荒木　政人
国立病院機構 嬉野医療センター 外科

PD2-2 当科での若手外科医の腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術
の学び方
小山　英之
昭和大学藤が丘病院 外科

PD2-3 より安全な腹腔鏡下小児鼠径ヘルニア修復術： 
新規手術器機の開発
江村　隆起
山梨県立中央病院 小児外科

PD2-4 実体臓器モデルを用いた腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復
術教育の可能性
西原　佑一
国立病院機構東京医療センター 外科

PD2-5 腹腔鏡下鼠径へルニア修復術トレーニングのための
実体型高品質シミュレーターの開発
磯部　陽
国立病院機構東京医療センター 外科

PD2-6 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TEP法）トレーニング
用高品質シミュレーターの開発
渋谷　亜矢子
国立病院機構 東京医療センター 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_pd2.pdf
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パネルディスカッション3： 
女性の鼠径ヘルニアに対する鼠径部切開法

10月28日（金）　14:30-15:15 第3会場

座長：西條　文人
東北労災病院

　　　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

PD3-1 Nuck管水腫の診断・治療に対する検討
斎藤　明菜
兵庫県立西宮病院 外科

PD3-2 女性鼠径部ヘルニアの修復方法の検討
百瀬　匡亨
川口市立医療センター 消化器外科

PD3-3 女性鼠径部ヘルニアに対する内鼠径輪縫縮術の有用性
川崎　篤史
東京ヘルニア＆日帰り手術センター 執行クリニック・神楽
坂D.S.マイクリニック

PD3-4 12年間で経験した鼠径部ヘルニアに伴う鼠径部子宮
内膜症症例の検討
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

パネルディスカッション4：大腿ヘルニアの治療

10月29日（土）　8:00-8:55 第5会場

座長：宋　圭男
日本大学

PD4-1 大腿ヘルニアに対する単孔式腹腔鏡下腹膜前修復法
（SILS-TEP）の検討
鈴木　陽三
大阪警察病院 消化器外科

PD4-2 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

PD4-3 大腿ヘルニアにおけるTAPPの利点
櫻庭　一馬
中通総合病院 消化器外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_pd3.pdf
http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_pd4.pdf
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PD4-4 当院における大腿ヘルニアに対する治療について
磯田　健太
国立病院機構福山医療センター 外科

PD4-5 当院における大腿ヘルニアの治療方針
竹本　法弘
小松市民病院 外科

パネルディスカッション5： 
食道裂孔ヘルニア・臍ヘルニアの治療

10月29日（土）　8:00-8:45 第6会場

座長：東海林　裕
東京医科歯科大学

PD5-1 Ⅳ型食道裂孔ヘルニア（upside-down stomach）に
対し腹腔鏡下に修復術を施行した1例
小野田　貴信
浜松医科大学附属病院 一般内視鏡外科

PD5-2 巨大食道裂孔ヘルニア手術における治療成績
山本　世怜
東京慈恵会医科大学付属柏病院 外科

PD5-3 食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下手術の治療成績：
とくに混合型について
野村　務
日本医科大学 消化器外科

PD5-4 成人臍ヘルニア手術例の検討－術式の変遷と成績－
山田　誠
岐阜市民病院 外科

パネルディスカッション6： 
抗血栓薬使用患者への鼠径ヘルニア手術

10月29日（土）　8:45-9:30 第6会場

座長：勝本　富士夫
勝本外科日帰り手術クリニック

　　　森　和弘
もりクリニック

PD6-1 腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術（TAPP）における抗血栓
療法療法症例の検討
平川　俊基
府中病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_pd5.pdf
http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_pd6.pdf
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PD6-2 鼠径ヘルニア手術患者における抗凝固薬・抗血小板
薬中止に伴う合併症の検討
佐藤　正範
浜松医科大学 第一外科

PD6-3 当科における鼠径部切開法による術後出血のリスク
因子の検討
赤間　悠一
会津中央病院 外科

PD6-4 抗血栓薬内服症例に対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア 
修復術
蛭川　浩史
立川綜合病院 外科

パネルディスカッション7： 
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の術後再発

10月29日（土）　9:20-10:30 第4会場（A）

座長：吉田　正
地方独立行政法人筑後市立病院

　　　植野　望
淀川キリスト教病院

PD7-1 当院における成人鼠径部ヘルニア手術の治療実績、
および再発について
間瀬　健次
公立置賜総合病院 外科

PD7-2 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）後再発3例の 
検討
神藤　修
磐田市立総合病院 消化器外科

PD7-3 再発症例から学ぶTAPPのピットフォ－ル
西山　徹
笛吹中央病院 外科

PD7-4 当院における腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP法）後の
再発症例の検討
金村　剛志
大阪府済生会富田林病院 外科

PD7-5 腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP）後、再発例の検討
武者　信行
済生会新潟第二病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_pd7.pdf
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PD7-6 再発形式の腹腔鏡診断で得たBilayer法による鼠径部
ヘルニア修復術導入の指導要点
久下　博之
健生会奈良大腸肛門病センター 大腸肛門科

パネルディスカッション8： 
腹壁瘢痕ヘルニア手術、どっちだ！ラパロ VS. オープン

10月29日（土）　10:30-11:40 第1会場

座長：藤野　啓一
新東京病院

　　　田上　和夫
上野外科胃腸科病院

PD8-1 前方到達法による腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療戦略
砂川　祐輝
市立四日市病院 外科

PD8-2 腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の有用性
湯浅　康弘
徳島赤十字病院 外科

PD8-3 感染防御、良視野確保の点でラパロが最適
鶴間　哲弘
JR札幌病院 外科

PD8-4 当院における腹壁瘢痕ヘルニア修復術のstrategy
太田　智之
安房地域医療センター 外科

PD8-5 当科における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術
（IPOM-Plus）の工夫
岡島　千怜
九段坂病院 外科

PD8-6 腹壁瘢痕ヘルニアに対するhybrid手術
宋　圭男
日本大学病院 消化器外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_pd8.pdf
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パネルディスカッション9： 
女性の鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の適応、 
手技、成績

10月29日（土）　10:30-11:50 第4会場（A）

座長：中嶋　昭
日産厚生会玉川病院

　　　松原　猛人
昭和大学藤が丘病院

PD9-1 女性の鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術
松村　勝
門司メディカルセンター 外科

PD9-2 成人女性鼠径ヘルニアに対する治療方針の検討
北原　弘恵
昭和伊南総合病院 外科

PD9-3 成人女性鼠径ヘルニア症例の検討および腹膜外腹腔
鏡下鼠径ヘルニア修復術の治療成績
廣田　伊千夫
医療法人原三信病院 外科

PD9-4 整容性と妊孕性を意識した円靭帯温存単孔式TEP法
山野　武寿
姫路中央病院 胃腸科外科

PD9-5 Nuck管水腫に対する腹腔鏡下手術の検討
藤原　直人
日産厚生会玉川病院 外科

PD9-6 当科の女性に対する腹腔鏡下ヘルニア修復術  
－Ⅰ型併存Nuck管水腫を中心に－
千原　直人
日本医科大学武蔵小杉病院 消化器病センター

パネルディスカッション10： 
閉鎖孔ヘルニアへの治療戦略

10月29日（土）　10:15-11:35 第4会場（B）

座長：山本　海介
国立病院機構　千葉医療センター

　　　当間　宏樹
医療法人　原三信病院

PD10-1 当院における閉鎖孔ヘルニア症例の検討
新名　一郎
潤和会記念病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_pd9.pdf
http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_pd10.pdf
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PD10-2 当院での閉鎖孔ヘルニア嵌頓症例に対する腹腔鏡下
修復術の検討
川上　義行
福井赤十字病院 外科

PD10-3 TAPP法による閉鎖孔ヘルニア修復術
横山　隆秀
信州大学医学部 外科

PD10-4 当科における閉鎖孔ヘルニアの経験 
～当科の治療戦略～
林　憲吾
厚生連高岡病院 外科

PD10-5 当院における閉鎖孔ヘルニア嵌頓の手術法とその 
治療成績について
丸山　翔子
聖隷三方原病院 外科

PD10-6 閉鎖孔ヘルニアに対する治療戦略 
－開腹から鏡視下手術（TAPP）へ－
豊田　暢彦
益田赤十字病院 外科

  閉鎖孔ヘルニアの治療戦略
内藤　稔
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 外科

パネルディスカッション11： 
前立腺癌術後の鼠径ヘルニアに対する手術

10月29日（土）　10:30-11:25 第6会場

座長：進　誠也
光晴会病院

　　　長谷川　和住
北仙台はせがわクリニック

PD11-1 当院における前立腺全摘術後の鼠径ヘルニアの治療
成績と至適手術について
佐藤　優
医療法人 原三信病院 外科

PD11-2 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TEP法）： 
前立腺全摘術後に対する手術手技
堤　敬文
松山赤十字病院 外科

PD10-7
↓

ポスター会場へ

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_pd11.pdf
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PD11-3 前立腺全摘術後の鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下 
ヘルニア修復術
大原　一規
クロス病院 消化器外科

PD11-4 前立腺全摘術後の鼠径ヘルニア　特徴と予防策
長浜　雄志
九段坂病院 外科

PD11-5 精管の剥離は、横筋筋膜の内鼠径輪ヘルニア防止機
構の破壊につながる
徳村　弘実
労働者健康安全機構東北労災病院 外科

シンポジウム1：緊急鼠径ヘルニア手術・陥頓鼠径ヘルニア

10月27日（木）　9:25-10:31 第3会場

座長：堀　孝吏
寺田病院

　　　野村　務
日本医科大学

S1-1 組織縫合法（Tissue to tissue herniorrhaphy）による
鼠径ヘルニア修復術の治療成績
久下　博之
健生会奈良大腸肛門病センター 大腸肛門科

S1-2 緊急手術を要した鼠径部ヘルニア嵌頓症例の検討
山口　拓也
多根総合病院 外科

S1-3 鼠径部ヘルニア嵌頓に対する手術法の工夫
佐々木　奈津子
聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科

S1-4 嵌頓鼠径部ヘルニアに対するTEP法の工夫
和田　寛也
福岡逓信病院 外科

S1-5 当院における嵌頓ヘルニアに対する腹腔鏡下手術
小山　裕司
日本医科大学武蔵小杉病院 消化器病センター

S1-6 嵌頓症例に対する腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術の
有用性
松田　明久
日本医科大学千葉北総病院 外科・消化器外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_s1.pdf
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シンポジウム2： 
JHSで考える鼠径ヘルニア修復術、腹腔鏡下手術

10月27日（木）　10:50-12:20 第3会場

座長：和田　英俊
浜松医科大学

S2-1 1000例から考えるTAPPの未来と限界
長久　吉雄
倉敷中央病院 外科

S2-2 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の治療成績
原田　芳邦
昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科

S2-3 当院における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の 
手術成績：導入後4年を経て
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

S2-4 膨潤手技併用腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術： 
JHS分類と手術成績
進　誠也
医療法人 光晴会病院 外科

S2-5 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）におけるJHS
分類別の検討
星野　明弘
東京医科歯科大学 消化管外科学

S2-6 JHSヘルニア分類における腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術
の検討
和田　英俊
浜松医科大学 第1外科

S2-7 鼠径ヘルニアに対する手術術式の変遷と成績－従来
法と腹腔鏡下手術の術式の工夫、成績と今後の展望－
林　賢
西和田林クリニック

S2-8 当院における女性に対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復
術の手術手技
山本　和幸
斗南病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_s2.pdf
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シンポジウム3： 
JHSで考える鼠径ヘルニア修復術、鼠蹊部切開法

10月27日（木）　14:15-15:35 第3会場

座長：栗栖　佳宏
マツダ病院

　　　川村　英伸
盛岡赤十字病院

S3-1 ヘルニア診療の質と診療ガイドライン
嶋田　元
聖路加国際病院 ヘルニアセンター

S3-2 Kugel法の術式標準化と教育
川村　英伸
盛岡赤十字病院 外科

S3-3 Kugel法のラーニングカーブ
大原　泰宏
埼玉医科大学 消化器一般外科

S3-4 鼠径部切開法の追考と吟味  
－Direct Kugel法の術式標準化への取り組み－
田村　孝史
筑波胃腸病院 外科

S3-5 滋賀ヘルニア研究会参加施設における成人鼠径ヘル
ニア手術症例の検討
森　毅
滋賀医科大学 外科学講座

S3-6 8000例以上の経験から考える教育と成績
執行　友成
執行クリニック・神楽坂D.S.マイクリニック 外科

S3-7 Kugel法自験例2949病変の日本ヘルニア学会鼠径部
ヘルニア分類による検討
小田　斉
おだクリニック日帰り手術外科 

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_s3.pdf
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シンポジウム4：再発鼠径ヘルニアに対する手術手技と成績

10月29日（土）　8:00-8:55 第1会場

座長：荻野　信夫
大阪府済生会富田林病院

　　　諏訪　勝仁
東京慈恵会医科大学第三病院

S4-1 鼠径部切開メッシュ法の再発に対してLight PERFIX 
PlugとPARIETEX PROGRIPを用いたanterior 
approachによる修復法
竹内　英司
名古屋第一赤十字病院 一般消化器

S4-2 再発ヘルニアに対するKugel法の適応と限界
小田　斉
おだクリニック日帰り手術外科 

S4-3 当科における再発ヘルニア手術症例の検討
野々村　絹子
済生会新潟第二病院 外科

S4-4 腹腔鏡併用の前方アプローチで手術を行った鼠径部
の再発ヘルニアが疑われた6例の検討
渡邉　伸和
青森厚生病院 外科

  Hybrid手術の有用性と適応
内藤　稔
岡山医療センター 外科

シンポジウム5： 
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術は本当に低侵襲か？

10月29日（土）　8:00-8:55 第2会場

座長：和田　則仁
慶應義塾大学医学部

　　　宮崎　恭介
みやざき外科・ヘルニアクリニック

S5-1 当院の低侵襲腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の
短期成績
高木　剛
西陣病院 外科

S4-5
↓

ポスター会場へ

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_s4.pdf
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S5-2 鼠径ヘルニア手術後疼痛は腹腔鏡手術とりわけ非筋
膜縫合法により軽減する
大西　直
NTT西日本大阪病院 外科

S5-3 無痛・無違和感の手術は可能か？
長久　吉雄
公益財団法人 倉敷中央病院 外科

S5-4 成人鼠径部ヘルニアに対するTAPP法とKugel法の侵
襲に関する検討
武田　雄一郎
盛岡赤十字病院 外科

S5-5 鼡径ヘルニア修復術における鼠径部切開法と腹腔鏡
下手術の比較検討
末永　泰人
市立四日市病院 外科

シンポジウム6： 
再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術の手技と成績

10月29日（土）　9:00-10:20 第1会場

座長：川辺　昭浩
富士宮市立病院

　　　吉岡　慎一
西宮市立中央病院

S6-1 再発性鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術TAPPの
有用性
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

S6-2 再発性鼡径ヘルニアに対するTEP法を第1選択とした
治療戦略
秋山　岳
佐久医療センター 消化器外科

S6-3 再発ソケイヘルニアに対する腹腔鏡下ソケイヘルニア
修復術
佐藤　功
第一東和会病院 内視鏡外科センター

S6-4 鼠径ヘルニア、再発症例に対する腹腔鏡アプローチ
手術の検討
須知　健太郎
京都九条病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_s6.pdf
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S6-5 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
古田　浩之
長野市民病院 外科

S6-6 再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア根治術
吉岡　慎一
西宮市立中央病院 外科

S6-7 再発鼠径部ヘルニアの治療の戦略と工夫
仲地　厚
豊見城中央病院 外科

シンポジウム7：腹壁瘢痕ヘルニア手術の手技と成績

10月29日（土）　9:30-10:25 第3会場

座長：井谷　史嗣
広島市立広島市民病院

　　　清水　智治
滋賀医科大学

S7-1 腹壁瘢痕ヘルニアにおける単純閉鎖＋ソフトメッシュ
修復術の検討
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

S7-2 腹壁瘢痕ヘルニア手術手技の変遷
山本　海介
国立病院機構 千葉医療センター 外科

S7-3 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術における 
IPOM-Plusのメリットは何か？
諏訪　勝仁
東京慈恵会医科大学附属第三病院 外科

S7-4 腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術におけるヘルニア門閉鎖
はメッシュバルジの発生を予防する
中林　幸夫
川口市立医療センター 消化器外科

S7-5 腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術におけるヘルニア門閉鎖
の工夫
浦上　淳
川崎医科大学附属川崎病院 総合外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_s7.pdf
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シンポジウム8：鼠径ヘルニアの日帰り手術、腹腔鏡下手術

10月29日（土）　9:20-10:15 第4会場（B）

座長：今津　浩喜
医療法人いまず外科

S8-1 無床クリニックにおける日帰り単孔式TEP法の治療
成績
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 

S8-2 静脈麻酔、自発呼吸下のTEP法による日帰り手術の
経験
高島　格
新宿外科クリニック 

S8-3 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の日帰り/短期滞在手術
の現状と将来について
当間　宏樹
原三信病院 外科

S8-4 腹腔鏡下ヘルニア修復術TEP法の日帰り手術への導入
長浜　雄志
九段坂病院 外科

S8-5 局所麻酔下TEP法による24時間入院手術
和田　則仁
慶應義塾大学医学部 外科学

シンポジウム9：鼠径ヘルニアの日帰り手術、鼠径部切開法

10月29日（土）　10:30-11:50 第2会場

座長：上村　佳央
多根総合病院

　　　小田　斉
おだクリニック日帰り手術外科

S9-1 日帰り手術に適したヘルニア嚢の剥離操作
柳　健
東京デイサージェリークリニック 

S9-2 鼠径部前方切開法における術後短期疼痛の検討
今津　浩喜
医療法人いまず外科 

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_s8.pdf
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S9-3 日帰り手術センターにおける鼠径ヘルニアに対する
Kugel法の成績
小川　稔
多根総合病院 日帰り手術センター

S9-4 当院の鼠径部切開法における日帰り手術の現状
平本　悠樹
川口市立医療センター 消化器外科

S9-5 鼠径部ヘルニアに対する日帰り手術の現状
栗栖　佳宏
マツダ病院 外科

S9-6 地方都市での鼡径ヘルニア日帰り手術
森　和弘
もりクリニック 

S9-7 当クリニックにおける、鼠径部切開法、腹腔鏡下修
復術の成績と比較を含めた今後の展望
広津　順
ひろつおなかクリニック 

シンポジウム10： 
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術、単孔式SILS、減孔式RPSの 
術式工夫

10月29日（土）　10:30-11:50 第3会場

座長：朝蔭　直樹
津田沼中央総合病院

S10-1 単孔式totally extraperitoneal preperitoneal 
repair（TEP）
亀山　哲章
立川病院 外科

S10-2 膨潤麻酔併用単孔式TEP法の工夫
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 

S10-3 より確実な診断のための腹腔内観察を併用した単孔
TEP法
東海林　裕
東京医科歯科大学 消化管外科学

S10-4 細径鉗子とFree JawClipを用いた腹腔鏡下ヘルニア
根治術TAPPの手技と成績
藤井　秀則
福井赤十字病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_s10.pdf
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S10-5 単孔式鼠径ヘルニア修復術（TANKO-TAPP）における
われわれの工夫
山道　啓吾
大阪府済生会泉尾病院 外科・消化器外科

S10-6 鼠径ヘルニアに対する高位腹膜切開アプローチによる
単孔式TAPP
田上　和夫
上野外科胃腸科病院 

S10-7 3mmスコープ使用したRPS腹腔鏡下ヘルニア修復術
と単孔式ヘルニア修復術の比較検討
松田　年
東京ヘルニア・日帰り手術センター 神楽坂DSマイクリニッ
ク 内視鏡手術センター

ビデオシンポジウム1： 
腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術、3D腹腔鏡がもたらす 
新しい世界

10月28日（金）　8:00-9:55 第4会場

座長：徳村　弘実
労働者健康安全機構東北労災病院

　　　早川　哲史
刈谷豊田総合病院 腹腔鏡ヘルニアセンター

VS1-1 臨床研修医における腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP
法）教育における3D映像の有用性
犬飼　公一
刈谷豊田総合病院 消化器・一般外科

VS1-2 3D腹腔鏡下での膨潤TAPPの経験
野村　良平
労働者健康安全機構 東北労災病院 外科

VS1-3 3D-TAPPの利点と意義
堀川　直樹
高岡市民病院 外科

VS1-4 3D画像による腹腔鏡下ヘルニア根治術（TAPP）
大内　昌和
順天堂大学医学部附属浦安病院 外科

VS1-5 TAPPにおける正確な剥離操作に3D腹腔鏡は有用で
ある
中川　基人
平塚市民病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_vs1.pdf
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VS1-6 3D腹腔鏡でのTEP手術、当科でのTEPとTAPPの 
適応を含め
武者　信行
済生会新潟第二病院 外科

VS1-7 当教室におけるTEP法の標準化と3D腹腔鏡を使用 
する際のコツと有効性
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

ビデオシンポジウム2： 
腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術の標準化を目指して

10月28日（金）　10:00-11:05 第3会場

座長：富川　盛雅
九州大学病院

VS2-1 腹腔鏡下腹壁ヘルニア手術の標準化を目指して
松原　猛人
昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科

VS2-2 当科における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の 
標準化を目指した手技のポイント
萩原　信敏
日本医科大学 消化器外科

VS2-3 当科における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の 
導入と成績
湯浅　康弘
徳島赤十字病院 外科

VS2-4 当院における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術手術
術式の検討
松原　孝明
神戸市立医療センター中央市民病院 外科

VS2-5 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術の標準化を目指して　
当科における手技と治療成績
小林　敏樹
静岡市立静岡病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_vs2.pdf
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ビデオシンポジウム3：腹壁瘢痕ヘルニア手術の工夫と成績

10月28日（金）　11:05-12:40 第3会場

座長：中野　敢友
広島市立広島市民病院

VS3-1 スイスチーズ様再発腹壁瘢痕ヘルニア修復術の工夫
朝蔭　直樹
津田沼中央総合病院 外科

VS3-2 腹壁瘢痕ヘルニアに対するReduced Port Surgery
青木　豪
東北大学 消化器外科学

VS3-3 ヘルニア門の横径が5cm以下で行っている日帰り
Rives-Stoppa変法手術
勝本　富士夫
勝本外科日帰り手術クリニック 外科

VS3-4 巨大腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔鏡下腹壁ヘルニア
修復術
中林　幸夫
川口市立医療センター 消化器外科

VS3-5 RGEAを使用したCABG後の剣状突起下ヘルニアに
対し腹腔鏡下手術を行った2例
蛭川　浩史
立川綜合病院 外科

VS3-6 Sandwich法による腹腔鏡下傍ストーマヘルニア 
修復術
熊田　有希子
神戸市立医療センター中央市民病院 外科

VS3-7 腹腔鏡下修復術を行った妊娠出産後腹直筋離開の3例
中右　雅之
公立甲賀病院 外科

ビデオシンポジウム4：LPEC法　その①

10月28日（金）　15:15-16:10 第3会場

座長：嵩原　裕夫
沖縄ハートライフ病院

　　　長江　逸郎
東京医科大学

VS4-1 若年女性の鼠径ヘルニアに対するLPEC法
金廣　哲也
広島市立舟入市民病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_vs3.pdf
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VS4-2 若年者（16歳以上）鼠径ヘルニアに対するLPEC法
田中　圭一朗
東京慈恵会医科大学 外科

VS4-3 成人の女性鼠径ヘルニアに対するLPEC法の適応に 
ついて
渡瀬　誠
多根総合病院 日帰り手術センター

VS4-4 成人LPECの可能性 －ヘルニア門径からの適応基準
の考察
諸冨　嘉樹
大阪市立大学 小児外科

ビデオシンポジウム5： 
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術、手技の標準化への道のり　
その①

10月28日（金）　16:10-17:55 第3会場

座長：川原田　陽
斗南病院

　　　横山　隆秀
信州大学医学部

VS5-1 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術 標準化 
への道のり
木村　泰生
聖隷三方原病院 外科

VS5-2 当科で定型化した膨潤TAPPの手技
野村　良平
東北労災病院 外科

VS5-3 TAPP手技の普遍化
山本　海介
国立病院機構 千葉医療センター 外科

VS5-4 TAPP手術手技（TypeⅠ・Ⅱ）の標準化への道のり
西山　徹
笛吹中央病院 外科

VS5-5 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の標準化－TAPPとTEP
の導入とその術式選択
清水　康仁
千葉市立青葉病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_vs5.pdf
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VS5-6 TAPP法とTEP法の双方に於いて筋膜層の解剖に 
則った腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術
伊東　藤男
公立岩瀬病院 外科

VS5-7 細径式手術から得られたTEP法の標準化に有用な 
手術手技
小島　成浩
彩の国東大宮メディカルセンター 外科

VS5-8 隠し縫いで行う腹膜縫合－有棘糸に伴う合併症軽減
をめざして
亀井　文
メディカルトピア草加病院 外科、ヘルニアセンター

ビデオシンポジウム6： 
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術、手技の標準化への道のり　
その②

10月29日（土）　8:00-9:20 第4会場（A）

座長：内田　信治
久留米大学

　　　中川　基人
平塚市民病院

VS6-1 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）の手技標準化
齊藤　準
総合病院 厚生中央病院 消化器・一般外科

VS6-2 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の標準化とde novo型
に対する工夫
田中　穣
済生会松阪総合病院 外科

VS6-3 当科におけるTAPPの定型化と細径化の検討
高岡　宗徳
川崎医科大学 総合外科

VS6-4 当院でのTAPP法における術式変遷と細径鉗子を併用
した5-5-3mmTAPPの標準化
小林　博喜
西陣病院 外科

VS6-5 Para-axial settingによる腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復
術の標準化
湯浅　康弘
徳島赤十字病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_vs6.pdf
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VS6-6 成人鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下IPOM手術
西森　英史
札幌道都病院 外科

ビデオシンポジウム7： 
腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術、ヒットフォールと対策

10月29日（土）　8:00-9:20 第4会場（B）

座長：木村　泰三
富士宮市立病院

　　　蛭川　浩史
立川綜合病院

VS7-1 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）におけるPitfall
山口　拓也
耳原総合病院 外科

VS7-2 腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術TAPP法の 
ピットホール
星野　明弘
東京医科歯科大学 消化管外科学

VS7-3 罹患期間の長い日本ヘルニア学会分類I-3型症例に 
対するTAPP法のピットフォールと対策
田崎　達也
JA広島総合病院 外科

VS7-4 TAPP法のピットフォールと対策  
－手術終了（気腹解除）時のメッシュずれについて－
添田　暢俊
福島県立医科大学会津医療センター 外科

VS7-5 メッシュを縫合固定するTAPP法の手技
尾形　頼彦
高松市民病院 外科

VS7-6 Ⅰ型鼠径ヘルニアにおけるヘルニア嚢円形離断優先
の有用性
齋藤　賢将
太田西ノ内病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_vs7.pdf
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ビデオシンポジウム8：LPEC法　その②

10月29日（土）　8:55-9:50 第5会場

座長：西原　実
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院

　　　松藤　凡
聖路加国際病院

VS8-1 小児ヘルニアに対する治療戦略：鼠径部切開法から
SILPEC（Single-incision LPEC）導入へ
斎藤　麻予
安城更生病院 小児外科

VS8-2 LPEC法のピットフォール
清水　保延
刈谷豊田総合病院 消化器・一般外科

  成人女性LPEC適応拡大に向けて（コラーゲン代謝・
ホルモンの側面から）
内藤　稔
岡山医療センター 外科

VS8-4 『LPEC法のピットフォール』－正直者は馬鹿を見る－
嵩原　裕夫
沖縄ハートライフ病院 ヘルニアセンター

ビデオシンポジウム9： 
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術、腹部手術既往症例への適応、
手技、成績

10月29日（土）　14:10-15:30 第4会場（A）

座長：多賀谷　信美
獨協医科大学越谷病院

　　　和田　寛也
福岡逓信病院

VS9-1 下腹部手術既往例におけるTEP法のピットフォール
川中　博文
国立病院機構別府医療センター 臨床研究部、外科

VS9-2 下腹部正中切開の既往を有する両側鼠径ヘルニア症例
に対するTEP法施行時の工夫
長浜　雄志
九段坂病院 外科

VS9-3 腹部手術歴のある症例に対するTEPの治療成績の検討
錦　建宏
医療法人 原三信病院 外科

VS8-3
↓

ポスター会場へ

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_vs8.pdf
http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_vs9.pdf
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VS9-4 下腹部手術既往症例に対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア
手術（TAPP法）
野澤　雅之
浜松医科大学 一般内視鏡外科

VS9-5 腹腔内高度癒着を克服する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復
術、手術既往別にみた難易度評価
大橋　直樹
東京外科クリニック 

VS9-6 鼠径ヘルニア根治術と消化器手術を同時に行う場合の
術式選択
吉川　晃士朗
大垣市民病院 外科

支部推薦演題：支部推薦演題 Ⅰ

10月29日（土）　15:10-16:20 第1会場

座長：江口　徹
医療法人　原三信病院

　　　三澤　健之
東京慈恵会医科大学附属柏病院

N1-1 当院におけるTAPPの成績と困難症例に対する方針
福田　健治
山陰労災病院 外科

N1-2 TAPP法の困難症例
田崎　達也
JA広島総合病院 外科

N1-3 再発予防を意識したTAPP手技（メッシュ背外側の固定）
の工夫
添田　暢俊
福島県立医科大学会津医療センター 外科

N1-4 腹腔鏡下に胆嚢摘出術とヘルニア修復術を同時施行
した17症例の検討
早川　俊輔
刈谷豊田総合病院 消化器・一般外科

N1-5 大学および関連病院が一体となったTAPP教育 
プロジェクト～一外科医の教育効果
佐藤　大介
斗南病院 外科

N1-6 当院における腹壁ヘルニア73例の治療成績
米川　佳彦
名古屋第二赤十字病院

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_n1.pdf
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支部推薦演題：支部推薦演題 Ⅱ

10月29日（土）　15:10-16:05 第2会場

座長：渡部　和巨
西東京徳洲会病院

N2-1 恥骨近くに認められた腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔
鏡下修復術の経験
友利　健彦
沖縄赤十字病院 外科

N2-2 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の
手術成績
小野　武
沖縄協同病院 外科

N2-3 成人鼠径ヘルニアに対するTEP法の定型化による
ラーニングカーブの検討
猪俣　陽介
市立ひらかた病院 外科

N2-4 ロボット支援下前立腺全摘術症例における、 
鼠径ヘルニア発症リスクの検討
本山　博章
信州大学 消化器外科

N2-5 当院での腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術（TAPP）の経験 
－導入から定型化まで－
若林　正和
相模原協同病院 外科

支部推薦演題：支部推薦演題 Ⅲ

10月29日（土）　15:10-16:15 第3会場

座長：吉田　和彦
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

　　　執行　友成
執行クリニック神楽坂D.S.マイクリニック

N3-1 当院における腸管切除を伴った大腿ヘルニア症例に
ついての検討
林　圭吾
社会医療法人敬愛会 中頭病院 外科

N3-2 Lichtenstein法におけるセルフグリップメッシュ展開
の工夫
久留　裕
医療法人 原三信病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_n2.pdf
http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_n3.pdf
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N3-3 当院における成人鼠径ヘルニアの術式選択の変遷と
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

N3-4 女性に特有な鼠径部疾患  
－外性子宮内膜症の病態と治療－
新津　宏明
広島市立舟入市民病院 外科・小児外科

N3-5 当科における鼠径ヘルニア嵌頓症例の検討
千々松　日香里
地域医療推進機構 下関医療センター 外科

N3-6 再発性腹壁瘢痕ヘルニアに対し、自家組織を用いて
修復した一例
平畑　忍
足利赤十字病院 外科

一般口演1：食道裂孔・横隔膜ヘルニア

10月27日（木）　12:20-12:55 第3会場

座長：長浜　雄志
国家公務員共済組合連合会　九段坂病院

　　　星野　明弘
東京医科歯科大学

O1-1 コンポジットメッシュを用い腹腔鏡下食道裂孔 
ヘルニア修復術を施行した1例
北條　誠至
東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科

O1-2 upside down stomachを伴った食道裂孔ヘルニア
に対する腹腔鏡下修復術の経験
大谷　裕
松江市立病院 腫瘍化学療法・一般外科

O1-3 脾臓嵌頓を伴う遅発性外傷性横隔膜ヘルニアの1例
橋本　宏介
福岡県済生会大牟田病院 外科

O1-4 外傷性横隔膜ヘルニアの検討
和田　侑星
大垣市民病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o1.pdf
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一般口演2：鼠径部切開法での術後合併症

10月28日（金）　9:10-10:00 第3会場

座長：遠山　信幸
自治医科大学附属さいたま医療センター

　　　沢辺　保範
綾部市立病院

O2-1 病理所見から検討した鼠径ヘルニア術後神経因性慢
性疼痛の発生
成田　匡大
京都医療センター 外科

O2-2 メッシュプラグ法による鼡径ヘルニア術後の難治性
疼痛に対して皮下切離が著効した一例
酒井　昌博
慈仁会 酒井病院 外科

O2-3 鼠径ヘルニア術後のメッシュ異物反応により膀胱に
瘻孔形成した一例
萩原　謙
日本大学医学部 消化器外科

O2-4 鼠径ヘルニア術後にメッシュが腸管内および膀胱内
に迷入した1例
淺野　博
埼玉医科大学 消化器一般外科

O2-5 鼠径ヘルニア術後７年目に発症した遅発性メッシュ
感染の1例
橘　強
大津市民病院 外科

O2-6 鼠径ヘルニア術後遅発性メッシュ感染に対して
Hybrid手術を施行した1例
榎本　浩也
厚木市立病院 外科

一般口演3：稀な腹壁ヘルニア

10月29日（土）　8:00-8:40 第3会場

座長：松田　年
神楽坂D.S.マイクリニック

O3-1 子宮全摘後の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
多賀谷　信美
獨協医科大学越谷病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o2.pdf
http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o3.pdf
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O3-2 Mesh Bulgeによる再発を認めた腹壁瘢痕ヘルニア
の一例
片岡　淳
春秋会 城山病院 消化器センター外科

O3-3 Direct Kugel Patchを用いて修復した特発性上腰ヘ
ルニアの1例
河野　雄紀
熊本赤十字病院 外科

O3-4 Marlexメッシュ®による修復が有効であった下腰ヘ
ルニアの1例
松田　恭典
浅香山病院 外科

O3-5 腰三角ヘルニアの1例
石田　航太
東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科

一般口演4：稀な鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下手術

10月29日（土）　8:50-9:30 第3会場

座長：伊藤　契
公益社団法人　東京都教職員互助会　三楽病院

　　　野村　良平
東北労災病院

O4-1 鼠径部除圧腹臥位CTで診断したparaperitoneal 
type膀胱ヘルニアをTAPP法で修復した1例
久下　博之
健生会奈良大腸肛門病センター 大腸肛門科

O4-2 後腹膜脂肪組織滑脱型鼠径ヘルニアの臨床的特徴
仲地　厚
社会医療法人 豊見城中央病院 外科

O4-3 CTで術前診断し、TAPP法で修復を行った間接型鼠
径部膀胱ヘルニアの一例
小泉　範明
西陣病院 外科

O4-4 腹腔鏡下に修復を行った膀胱ヘルニアの2例
河合　央
岡山労災病院 外科

O4-5 腹腔鏡下に修復し得た内鼠径輪をヘルニア門とする
interparietal herniaの1例
四方　祐子
高松市民病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o4.pdf
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一般口演5：女性の稀なヘルニア

10月29日（土）　9:00-9:35 第2会場

座長：和田　寛也
福岡逓信病院

O5-1 術前画像検査でNuck管水腫と診断された 
大腿ヘルニアの一例
石橋　正久
盛岡赤十字病院 外科

O5-2 鼠径部子宮内膜症の1例
山﨑　泰源
児島聖康病院 外科

O5-3 経過中に内鼠径輪が自然閉鎖したと考えられた女児
鼠径ヘルニア症例の手術所見
江角　元史郎
九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野

O5-4 右鼠径部痛を主訴に発見されたNuck管水腫の1例
福田　純己
国家公務員共済組合連合会 斗南病院 外科

一般口演6：腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（3）　TAPP＋TEP

10月29日（土）　9:30-10:10 第6会場

座長：川中　博文
国立病院機構　別府医療センター

　　　藤井　圭
医療法人　原三信病院

O6-1 大腿ヘルニアに対し腹腔鏡下ヘルニア修復術 
（TAPP法）を施行した1例
桃原　侑利
大浜第一病院 外科

O6-2 鼠径ヘルニア術後に再々発をきたした膀胱ヘルニア
に対してTAPPにより修復した一例
町田　智彦
尼崎中央病院 外科

O6-3 当院における腹膜外腔アプローチ 単孔式腹腔鏡下鼠
径ヘルニア修復術の導入と短期成績
若杉　正樹
近畿中央病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o5.pdf
http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o6.pdf
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O6-4 単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TEP法）の有用性 
～Mesh挿入、展開の工夫～
今井　義朗
高槻赤十字病院 消化器外科

O6-5 TEP法後のメッシュ感染に対し再鏡下手術を実施し
メッシュ摘出を回避し得た一例
富川　盛雅
九州大学病院 先端医工学診療部

一般口演7：その他の鼠径ヘルニア治療

10月29日（土）　9:35-10:25 第2会場

座長：渡瀬　誠
多根総合病院

　　　松谷　毅
日本医科大学

O7-1 Midazolam併用0.5％Lidocaine局所麻酔下での
Mesh Plug法の検討
岡本　和浩
大垣市民病院 外科

O7-2 当院における麻酔法の変遷
藤田　定則
楽クリニック 外科

O7-3 手術データの支援（術中映像と病形分類）
野口　慶三
東京ヘルニアセンター 執行クリニック 

O7-4 鼠径ヘルニア鏡視下術後における術後疼痛の検討
大森　由美子
医療法人社団涼友会 神楽坂D.Sマイクリニック 看護部

O7-5 円滑な腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術を目指した 
手術室チームとしての取り組み
文元　雄一
大阪府済生会富田林病院 外科

O7-6 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の術後漿液腫に対する
漢方療法
亀井　英樹
久留米大学病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o7.pdf
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一般口演8：特殊な腹壁ヘルニアに対する腹腔鏡下手術

10月29日（土）　9:50-10:30 第5会場

座長：島田　長人
東邦大学医療センター大森病院

O8-1 臍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
多賀谷　信美
獨協医科大学越谷病院 外科

O8-2 単孔式TEP法により修復し得た白線ヘルニアの1例
山野　武寿
姫路中央病院 胃腸科外科

O8-3 白線ヘルニアに対して腹腔鏡下修復術（IPOM-Plus）
を施行した1例
前田　慎太郎
千葉市立青葉病院 外科

O8-4 術前に腹部CT検査で診断し腹腔鏡下に修復した
Spigelヘルニアの一例
渋谷　亜矢子
国立病院機構 東京医療センター 外科

一般口演9：腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（1）　TAPP

10月29日（土）　10:30-11:30 第5会場

座長：西山　徹
笛吹中央病院

　　　秋山　岳
佐久医療センター

O9-1 当院における腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術（TAPP）
の導入と治療成績
水谷　和典
益田赤十字病院 外科

O9-2 当院における鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘル
ニア修復術(TAPP)の成績
照田　翔馬
岡山医療センター 外科

O9-3 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）でのメッシュの
めくれ上がり予防の工夫
今井　稔
耳原総合病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o8.pdf
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O9-4 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）の導入と困難
症例に対する手術手技
平良　済
大浜第一病院 外科

O9-5 若手外科医はTAPPで内視鏡手術の基本を習得する
竹元　雄紀
JA尾道総合病院 外科・内視鏡外科

O9-6 当院における腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術（TAPP）の
手術手技とその成績
岩内　武彦
府中病院 外科

O9-7 当院における5年間の腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術
（TAPP）の検討
青木　茂弘
入間川病院 外科

一般口演10：腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（2）　TAPP

10月29日（土）　11:25-12:15 第6会場

座長：高木　剛
西陣病院

　　　中林　幸夫
川口市立医療センター

O10-1 腹腔鏡下に行う膀胱上ヘルニアの細分類に関する検討
佐々木　亘亮
国立病院機構 千葉医療センター 外科

O10-2 TAPP法により修復した両側外膀胱上窩ヘルニアの 
1例
高橋　龍司
済生会大牟田病院 外科

O10-3 TAPPにおける臍ヘルニア合併例へのアプローチ
柳澤　裕美
聖路加国際病院 消化器・一般外科

O10-4 TAPP腹膜閉鎖時におけるV-Loc180使用の有用性
田澤　賢一
新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科

O10-5 TAPPにおけるパリテックス ラップ　プログリップTM 
メッシュの展開法
武藤　潤
帯広厚生病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o10.pdf
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O10-6 当院での腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術と前方アプ
ローチ法の比較検討
出村　嘉隆
KKR北陸病院 外科

一般口演11：再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術

10月29日（土）　11:30-12:10 第5会場

座長：三松　謙司
独立行政法人地域医療推進機構 横浜中央病院

　　　嶋田　元
聖路加国際病院

O11-1 鼠径部切開法の感染後、再発症例に対して腹腔鏡下
鼠径ヘルニア修復術を施行した1例
新田　敏勝
春秋会 城山病院 消化器センター外科

O11-2 再々発鼠径ヘルニアを含む3ヘルニア腹腔鏡下手術の
1例
垰越　宏幸
広島市立 舟入市民病院 外科

O11-3 鼠径ヘルニア再々発例に対し腹腔鏡下ヘルニア修復
術を施行した2例
新垣　淳也
浦添総合病院 消化器病センター 外科

O11-4 Under lay mesh法術後の再発鼠径ヘルニアに対し
TAPP法で修復した2例
高野　祥直
総合南東北病院 外科

O11-5 腹腔鏡下に修復した腹腔鏡下術後再発鼠径ヘルニア 
2例の経験
若林　正和
相模原協同病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o11.pdf
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一般口演12：稀な鼠径ヘルニアに対する鼠径部切開法

10月29日（土）　14:10-15:10 第1会場

座長：十川　康弘
上都賀総合病院

O12-1 外膀胱上窩ヘルニアと内膀胱上窩ヘルニアの両方の
特徴を呈した1例
柳沢　直恵
長野赤十字病院 外科

O12-2 鼠径ヘルニアに合併した精索脂肪肉腫の2例
岡村　淳
東京ヘルニアセンター 執行クリニック

O12-3 鼠径ヘルニアとの鑑別に苦慮した精索脂肪肉腫の1例
秋谷　雅之
東京新宿メディカルセンター 外科

O12-4 鼠径部腫脹を契機に発見されたMyxoid 
liposarcomaの1例
後藤　秀成
JA愛知厚生連 安城更生病院 外科

O12-5 ヘルニア嚢内にVPシャントチューブが迷入した1例
油木　純一
滋賀医科大学医学部附属病院

O12-6 虫垂の大腿ヘルニア嵌頓症例
福﨑　孝幸
大阪府済生会千里病院 外科

O12-7 虫垂嵌頓鼠径部ヘルニアの2例
稲葉　圭介
磐田市立総合病院 外科・消化器外科

一般口演13：腹壁瘢痕ヘルニア手術の工夫

10月29日（土）　14:10-15:00 第2会場

座長：鶴間　哲弘
JR札幌病院

O13-1 当院における腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔鏡下修復
術の工夫
島田　麻里
福井県立病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o12.pdf
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O13-2 正中創巨大腹壁瘢痕ヘルニアの1手術例
前田　典克
香川大学医学部 消化器外科

O13-3 当科における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の 
検証とメッシュの選択－術者の視点より
豊田　秀一
大阪回生病院 外科

O13-4 腹腔鏡下ヘルニア修復術のメッシュ固定時に 
ラパヘルクロージャー®を用いた2例
石田　ゆみ
耳原総合病院 外科

O13-5 恥骨上腹壁瘢痕と両側鼠径ヘルニアに対し腹腔鏡下
に1枚のメッシュで同時修復し得た1例
香中　伸太郎
日本医科大学千葉北総病院 外科・消化器外科

O13-6 腹腔鏡下に同時に手術した両側鼠径ヘルニアおよび
再発腹壁瘢痕ヘルニアの治療戦略
藤家　雅志
福岡和白病院 外科

一般口演14：閉鎖孔ヘルニアに対する治療

10月29日（土）　14:10-15:00 第3会場

座長：藤井　圭
医療法人　原三信病院

　　　久保田　啓介
聖路加国際病院

O14-1 閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対してエコー下に用手還納を
行い、腹腔鏡下修復術を施行した1例
原　圭吾
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 外科

O14-2 腹腔鏡下に整復後、Kugel法で修復した閉鎖孔 
ヘルニアの1例
田中　征洋
JA静岡厚生連遠州病院 外科

O14-3 腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア手術からの知見による腹腔
鏡下ヘルニア手術の有用性の検討
鈴木　隆二
筑波胃腸病院 外科

http://www.c-linkage.co.jp/aphs2016/jhs2016/dl/jhs2016_abs_o14.pdf
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O14-4 当科における腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア修復術の治療
方針
曽我　耕次
JCHO神戸中央病院 外科

O14-5 当科における閉鎖孔ヘルニア症例の検討
関口　久美子
日本医科大学千葉北総病院 外科




