Hernia Week 2022 Yokohama

第1会場

8:00

6 月 3 日（金）
第2会場

第3会場

G412+G413【4F】

第4会場

G414+G415【4F】

G416【4F】

G417【4F】

特別企画 1

「他科から学ぶヘルニア手術の『気付き』：
ワンランク上の REPAIR を目指して」
座長：江口 徹・中川 徹
特別発言：執行 友成

11:00

特別企画 2

9:20-10:40

スポンサードシンポジウム

「Craftsmanship：ヘルニア REPAIR における
一子相伝の職人技
Lichtenstein 法、Onstep 法、Kugel 法、
Mesh-plug 法、TAPP、TEP」

9:20-10:40

9:20-10:08
シンポジウム 3

「ロボットヘルニア手術の幕開け
～安全な導入と手術手技～」
座長：早川 哲史・佐野 力
特別発言：若林 剛

座長：島田 長人・堀 孝吏
共催：株式会社メディコン

世界へ発信できる日本発ヘルニアのエビデンス
座長：松原 久裕・大坪 毅人
特別発言：小山 勇

ランチョンセミナー 1

座長：植野 望 演者：齊藤 卓也・松原 猛人
共催：株式会社メディコン

13:10-14:30

12:10-13:00

ランチョンセミナー 6

「5000 例以上の超細径 TAPP 症例から学んだ
チョットした知識と工夫」
座長：黒柳 洋弥 演者：早川 哲史
共催：オオサキメディカル株式会社

座長：小泉

緊急ディベート

10:10-10:50

スポンサードシンポジウム

10:50-11:30

「今こそ外科医みんなで考える「腹壁」の深意
～腹壁瘢痕ヘルニア ZERO を目指して～」
座長：諏訪 勝仁
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

12:10-13:00

ランチョンセミナー 2

「当院の “repair” 術
～技術認定医から見た TAPP ～」

和弘・中瀬古 裕一

要望ビデオ 1

「The Best REPAIRs」

11:40-12:00

座長：三澤 健之

16:00

17:00

13:10-13:40

座長：進

「エビデンスに基づいた再発鼠径ヘルニア
に対する REPAIR」
座長：飯田 敦・川村 英伸
特別発言：中嶋 昭

14:50-15:30

誠也・本田 善子

13:50-14:30

剛・西原

寛・蛭川 浩史

14:00

支部推薦演題 2

「特殊なヘルニア」

実

座長：谷合 信彦・渡部 和巨

14:30-14:55

支部推薦演題 3

「腹壁ヘルニア」

座長：上村 佳央・新田 敏勝

15:00

一般演題（口演）3

「ロボット支援下鼠径ヘルニア修復術」
座長：齊藤 健太・岡本 信彦

15:30-16:10

支部推薦演題 1

座長：吉田

一般演題（口演）2

座長：高木

パネルディスカッション 1

一般演題（口演）4

座長：長谷川 和住・堀

15:10-16:00
学生・初期研修医セッション
座長：佐々木 章・松下 公治

16:00

孝吏

演者：早川 哲史

特別講演 1

「逆境を楽しむ力」－心の琴線にアプローチする－

17:00

座長：佐野 圭二
演者：岩出 雅之

スポンサードシンポジウム

「日本におけるロボット支援下ヘルニア手術
の現状と将来展望」
座長：瀧口 修司・三澤 健之
共催：インテュイティブサージカル合同会社

17:20-18:40

17:20-18:00
こんなヘルニアを見た！

「こんなヘルニアを見た！どう REPAIR する？」
座長：稲葉 毅・長浜 雄志
特別発言：徳村 弘実

一般演題（口演）5

「傍ストマヘルニア」

座長：小林 宏寿・野澤 雅之

17:20-18:10

支部推薦演題 4
「ラパヘル」

座長：横山 隆秀・中野 敢友

18:00

18:40-19:20
19:00

4

12:00

「鼠径ヘルニア」

「鼠径部ヘルニア：新たな着眼点」

17:20-18:50

18:00

ポスター掲示・閲覧

理事長講演

座長：柵瀨 信太郎

16:30-17:20

一般演題（口演）8

演者：堀川 昌宏

特別要望演題 2

座長：多賀谷 信美・亀山 哲章
特別発言：三澤 健之

16:10-16:30

毅

合併症

「高齢・合併症」

14:40-16:00

座長：蛭川 浩史・諏訪 勝仁
特別発言：井谷 史嗣

「ヘルニア RERAIR における
Reduced Port Surgery の意義」

座長：貝羽 義浩・松谷

11:20-12:00

座長：栗栖 佳宏・蜂谷 裕之

「ヘルニア repair における Reduced Port
Surgery の意義」

「腹壁ヘルニアに対する標準 REPAIR と治療戦略」

11:00

13:00

孝吏・矢野 文章

シンポジウム 2

一般演題（口演）7

「食道裂孔・横隔膜ヘルニア」

座長：磯部 陽 演者：野谷 啓之・松下 公治
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ビデオワークショップ

14:40-16:00

裕・高山 祐一

「ロボット支援下鼠径部ヘルニア
手術：多施設共同研究報告」

14:10-14:50

14:40-16:00
日本ヘルニア学会 (JHS) /
単孔式内視鏡手技研究会
Needlescopic Surgery Meeting
合同シンポジウム

座長：大谷

10:40-11:20

多施設共同研究報告

13:10-14:10

座長：堀

10:00
一般演題（口演）6

「女性の鼠径部ヘルニア」

特別要望演題 1

座長：小島 成浩・湯浅 康弘

「The Best REPAIRs：
難疾患に挑む職人たちのスゴ技」

座長：吉田 和彦・蜂須賀 丈博

「職人の TEP」

座長：荻野 信夫・新田 敏勝

大・伊藤 栄作

10:00-10:40

座長：森

13:10-14:30

「JHS の Guideline の在り方を問う：
World Guideline との共存は必要か？」

特別要望演題 3

「ヘルニア repair のための教育」

12:00
「ロボット支援下鼠径ヘルニア修復術の
経験から得た知見」

9:20-9:52

一般演題（口演）1

「職人の鼠径部切開法」

10:40-12:00
シンポジウム 1

座長：和田 英俊・佐藤 文憲
特別発言：松本 純夫

12:10-13:00

8:00

9:00

9:00-18:00

10:40-12:00

「鼠径部ヘルニア手術と前立腺癌手術：
外科医と泌尿器科医それぞれの立場から」

15:00

G401+G402【4F】

第6回

10:40-12:00

14:00

ポスター・展示会場

座長：長江 逸郎 演者：嵩原 裕夫
共催：株式会社八光

9:20-10:30

13:00

第5会場

開会式

「小児ヘルニア総論」

10:00

日程表

G403+G404【4F】
8:00-8:10

8:20-9:10
日本ヘルニア学会教育セミナー
9:00

Hernia Week 2022 Yokohama

一般演題（ポスター）P1-10

P1：谷口 桂三
P4：岡﨑 雅也
P7：坪井 一人
P10：坂本 太郎

P2：細田 利史
P5：嵩原 裕夫
P8：東海林 裕

P3：松下 公治
P6：恩田 真二
P9：伊藤 香

19:00

5

Hernia Week 2022 Yokohama

Hernia Week 2022 Yokohama

日程表

第1会場

8:00

G403+G404【4F】
8:00-9:20

ワークショップ 1

座長：松田

「腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術の技術認定制度
を考える」

第4会場

G414+G415【4F】

年・川中 博文

パネルディスカッション 4

「職人の TAPP」

「術式多様化時代におけるヘルニア診療の教育」
座長：福永 哲・植野 望
コメンテーター：上村 佳央

特別要望演題 5

座長：田中

8:40-9:30

座長：川辺 昭浩・松村

8:40-9:20

「再発鼠径ヘルニアに対する REPAIR」

9:30-10:40
特別企画 3

9:30-9:50

ワークショップ 2

「小児鼠径ヘルニアの至適 REPAIR：長期成績から
見た Potts 法と LPEC 法の比較」
座長：長江 逸郎・諸冨 嘉樹
特別発言：嵩原 裕夫

座長：宋

9:50-10:35

圭男

9:30-10:30

演者：朝𨼲  直樹

教育講演

「エキスパートに習うヘルニア解剖のポイント」

「腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術：技術認定制度
のための REPAIR」
座長：長久 吉雄・千原 直人

座長：渡部 和巨・川原田 陽
特別発言：木村 泰三

一般演題（口演）10

座長：石崎 雅浩・辻仲 眞康

座長：網木

10:00-10:48

学・神藤

ポスター掲示

修

一般演題（口演）12
「腹壁ヘルニア」

座長：金廣 哲也・佃

9:00

9:00-16:30

一般演題（口演）11
「大腿ヘルニア」

特別要望演題 7

8:00

勝

「ヘルニアの救急医療」

9:20-10:00

冲永賞受賞講演

G401+G402【4F】

一般演題（口演）9
「閉鎖孔ヘルニア」

穣・野村 良平

特別要望演題 6

ポスター・展示会場

G417【4F】
8:00-8:40

座長：谷岡 利朗・太田 智之

「新 JHS 分類の検証と NCD 登録によるビッグ
データ活用の将来展望」

10:50-11:50

第5会場

G416【4F】
8:00-8:40

座長：早川 哲史・黒柳 洋弥

総合司会：三澤 健之

11:00

第3会場

8:00-9:20

「人生 100 年時代！様々な併存疾患を持つ患者の
ヘルニア REPAIR」

9:30-10:50
10:00

第2会場

G412+G413【4F】
8:00-9:10

日本ヘルニア学会 (JHS)/
日本内視鏡外科学会
合同シンポジウム

9:00

6 月 4 日（土）

和憲

10:00-10:40

一般演題（ポスター）P11-19

P11：亀井 英樹 P12：西山 徹
P14：浦上 淳 P15：伊藤 契
P17：宮木祐一郎 P18：今津 浩喜

10:00

P13：端山 軍
P16：内田 信治
P19：石崎 雅浩

11:00

特別講演 2

「日本の政治を Repair する」
座長：坂本 一博
演者：石破 茂

12:00

12:00-12:50

12:00-12:50

ランチョンセミナー 3

「ヘルニアが紡ぐロボット支援下手術の未来

～保険収載が見送られたからこそ見えてきたもの～」
座長：坂井 義治 演者：齊藤 健太・奥谷 浩一
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

13:00

13:00-14:00

会長特別企画

「ヘルニア診療と医療訴訟」
座長：國土 典宏・和田 則仁

ランチョンセミナー 4

「Cutting Edge of Robotic Inguinal Hernia
Surgery」
座長：三澤 健之 演者：David Lourié
共催：インテュイティブサージカル合同会社

13:00-14:00
パネルディスカッション 3

「腹壁ヘルニアに対する Intraperitoneal Onlay
Mesh (IPOM) の功罪」
座長：宋 圭男・中林 幸夫
コメンテーター：伊藤 契

12:00-12:50

12:00

ランチョンセミナー 5

「マイクロ波メス Acrosurg. Revo のラパヘルに
おける使い勝手」
座長：西山

13:00-14:00

徹・川原田 陽 演者：川原田 陽・西山
共催：日機装株式会社

徹

ポスター閲覧

13:00

ワークショップ 4

「便利です！当科自慢のヘルニアデータベースを
お見せします」
座長：嶋田

元・宮崎 恭介

14:00

14:00
14:10-14:50

会長講演

「鼠径部ヘルニアの『Repair』に魅せられて」
司会：吉田 和彦

15:00

演者：三澤 健之

15:00-15:50
パネルディスカッション 2

「新 JHS 分類に則した鼠径部ヘルニアの治療戦略」
座長：今津 浩喜・横山 隆秀

16:00

16:00-16:20

17:00

ワークショップ 3

「外科医の心痛：慢性疼痛の治療経験」
座長：小田

斉・金平

文

特別要望演題 4

「ヘルニア診療の教育」

座長：和田 寛也・松田 明久

15:00-15:35

要望ビデオ 2

「The Best REPAIRs」

座長：淺野

博・小杉 千弘

15:00-15:40

15:00
一般演題（口演）13

「前立腺癌術後の鼠径ヘルニア」
座長：大西

直・川村

徹

ポスター撤去

第7回

「正しく認識しよう 鼠径部ヘルニア術後慢性疼痛（CPIP）」
司会：山本 海介 演者：成田 匡大
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

17:20-17:30

15:00-15:50

16:00

日本ヘルニア学会 総会

16:30-17:20
日本ヘルニア学会教育セミナー

15:00-15:50

17:00

閉会式

18:00

18:00

19:00

19:00
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