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６月６日(金）
第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 ポスター・展示会場

天空ノース 天空センター 天空サウス シンシア　１ シンシア　２ オーロラ ハンズオン会場
8:00 8:00

　　　　開会式

アドバンスレクチャー１ アドバンスレクチャー２ アドバンスレクチャー３ アドバンスレクチャー４ 特別シンポジウム １
腹壁瘢痕ヘルニア 前方＆後方アプローチ 腹腔鏡 日帰りヘルニア手術 JHS分類

司会：内藤　稔 司会：蜂須賀 丈博 司会：早川 哲史 司会：長谷川 和住

司会：冲永 功太・柵瀨 信太郎
パネルディスカッション1 パネルディスカッション2 パネルディスカッション3 パネルディスカッション49:00 9:00

腹壁瘢痕ヘルニア 前方＆後方アプローチ 腹腔鏡 日帰りヘルニア手術

創意工夫　 創意工夫　 創意工夫　1　 創意工夫　

司会：島田 長人・山本 海介 司会：上村 佳央・名久井 雅樹 司会：和田 則仁・川下 雄丈 司会：森　和弘・藤田 定則

10:00 シンポジウム1 10:00

シンポジウム2 シンポジウム3 パネルディスカッション5
腹腔鏡

腹壁瘢痕ヘルニア 前方＆後方アプローチ High volumeが語るskill & trap 腹腔鏡

High volumeが語るskill & trap High volumeが語るskill & trap 創意工夫　2　   ポスター発表 １
司会：荻野 信夫・和田 英俊

       P1～6司会：三松 謙司・川崎 篤史 司会：渡瀬　誠・稲葉　毅 司会：早川 哲史・中川 基人
11:00 11:00

ポスターセッション1
招請講演　1

腹壁瘢痕ヘルニア1（症例報告）
Philippe Bonnot M.D.

司会：津村 裕昭

ポスターセッション2
ランチョンセミナー １ ランチョンセミナー ２12:00 女性の鼠径へルニア　1 12:00

“ 10 years experience with “新しいヘルニアメッシュ
司会：宋　圭男

Tilene in hernia surgery” 固定法Spire'it”
ポスターセッション3

司会：内藤　稔 司会：中嶋　昭
嵌頓ヘルニアの治療

共催：㈱メディカルリーダース 　共催：日本ビー・エックス・アイ㈱ 司会：栗栖 佳宏

理事長講演 ポスターセッション4

企 業 展 示13:00 成人LPECの可能性 13:00
柵瀨 信太郎

司会：嵩原 裕夫
司会：執行 友成

ポスターセッション5

治療成績とLearnig curve（腹腔鏡）
会員総会 ハンズオンセミナー 1

LPEC研究会 司会：和田 寛也

ポスターセッション6 　TAPP法のピットフォール

14:00 臨床解剖・治療成績 講師：川原田　陽 14:00
特別企画 要望演題 １　匠の技 ビデオセッション １ ビデオセッション ２

司会：丹羽 英記
「今の技術料・・妥当ですか？ 腹壁瘢痕ヘルニア

腹腔鏡　１ 腹腔鏡　2
プロ外科医の訴え」 司会：三澤 健之

基調講演　岩中　督教授 司会：亀井　文 司会：朝蔭 直樹

司会：執行 友成 前方＆後方アプローチ

司会：宋　圭男
15:00 司会：嶋田　元 司会：横山 隆秀 15:00

腹腔鏡   ポスター発表 ２
司会：和田  則仁

       P7～12
コーヒーブレイクセミナー １ コーヒーブレイクセミナー ２ コーヒーブレイクセミナー ３ コーヒーブレイクセミナー ４

腹壁瘢痕ヘルニア 「UHS/UPPは本当にやさしいか？ 腹腔鏡TEPP＆TAPP 日帰りヘルニア手術

16:00 司会：吉田 和彦 司会：伊藤　契 司会：江口　徹 司会：今津 浩喜 ポスターセッション7 16:00

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ 稀なヘルニア１（内ヘルニア）
ビデオセッション ３ ビデオセッション ４ ビデオセッション ５

司会：川村　英伸

腹壁瘢痕ヘルニア 腹腔鏡　3 前方＆後方アプローチ ポスターセッション8

司会：星野 明弘 司会：蛭川 浩史 司会：川崎 篤史 稀なヘルニア2（腹壁瘢痕）

18:00 ポスターセッション11

司会：中川 雅裕

17:00 ポスターセッション9 17:00
司会：松原 猛人 司会：川原田　陽 司会：長谷川 和住

女性の鼠径へルニア2

　　イベントも有ります
司会：宮崎　恭介

司会：名久井　雅樹

ポスターセッション10

腹壁瘢痕ヘルニア2（CS法・検討）

      情報交換会 司会：諏訪　勝仁

19:00 19:00

18:00

トークショー"プロの技" ヘルニア麻酔

司会：棚橋　識生
元　東京ヤクルトスワローズ　監督

ポスターセッション12
　古田　敦也氏　友情出演

治療成績と教育



第２日目
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ポスター・展示会場
天空サウス シンシア　１ シンシア　２ オーロラ

６月７日(土）
第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場

司会：宮崎 恭介 司会：濵田 吉則

ハンズオン会場

モーニングセミナー １ モーニングセミナー ２ モーニングセミナー ３ モーニングセミナー ４ モーニングセミナー ５

天空ノース 天空センター

アドバンスレクチャー８
司会：藤田 定則

腹壁瘢痕ヘルニア 前方＆後方アプローチのポイント 腹腔鏡手術のポイント 日帰りヘルニア手術 LPEC

司会：渡部 和巨 司会：松原 猛人 司会：朝蔭 直樹

司会：徳村 弘実 司会：田口 智章

ポスターセッション13
8:00 8:00

日帰り手術とマネージメント
アドバンスレクチャー5 アドバンスレクチャー６ アドバンスレクチャー７ パネルディスカッション６

パネルディスカッション10 司会：川崎　篤史

腹壁瘢痕ヘルニアの臨床 前方＆後方アプローチ TAPP＆TEPの臨床 小児ヘルニア
ヘルニア教育と専門性 ポスターセッション14

司会：亀山 哲章 司会：嶋田　元

9:00 腹壁瘢痕ヘルニア 前方＆後方アプローチ 腹腔鏡 小児ヘルニア

稀なヘルニア　3　（症例報告）
司会：大坪 毅人・蜂須賀 丈博

パネルディスカッション７ パネルディスカッション８ パネルディスカッション９

9:00
術前検査と診断

再発と合併症・Hybrid 再発と合併症・Hybrid 再発と合併症・Hybrid 「LPEC法のピットフォール」 司会：宮崎　恭介
パネルディスカッション11

ポスターセッション16

ポスターセッション15

司会：三澤 健之・進　誠也 司会：今津 浩喜・長谷川 和住 司会：嵩原 裕夫・和田 寛也 麻酔 司会：松藤　凡・石橋 広樹 治療成績・検討　１

司会：横山 隆秀
ヘルニア麻酔

ポスターセッション17
10:00 シンポジウム ４ シンポジウム ５ 10:00

治療成績・検討　2
司会：輿水 健治 シンポジウム ６ ハンズオンセミナー ２

腹壁瘢痕ヘルニア シンポジウム ７ 腹腔鏡 司会：渡瀬　誠

小児ヘルニア
困難への挑戦と工夫 前方＆後方アプローチ 困難への挑戦と工夫 １   ポスター発表 ３

講師：金平 永二 
困難への挑戦と工夫 「小児鼠径へルニア　ガイドラインの検証」

       P13～17         松田　年
司会：中林 幸夫・諏訪 勝仁 司会：長浜 雄志・川原田　陽

司会：勝本 富士夫・丹羽 英記 司会：漆原 直人・仁尾 正記         亀井　文
11:00 11:00

共催：エム・シー・メディカル㈱

招請講演 ２
“Evidence-based TEP-Technique-

Guidelines and Outcome”

Ferdinand Kockerling M.D.

12:00 　司会：執行 友成 12:00

ランチョンセミナー ３ ランチョンセミナー ４ ランチョンセミナー ５
企 業 展 示「難しいことを解りやすく、腹腔鏡下 「C-QUR その特徴とつかいこなし

「学術から実症例までの腹腔鏡下
鼠径ヘルニア修復術の実際」 開腹・鏡視下」

腹壁ヘルニア修復術 総集編」
司会：徳村 弘実　 司会：伊藤　契

13:00 司会：小山  勇・三澤 健之 共催：コヴィディエン ジャパン㈱ 共催：エム・シー・メディカル㈱ 13:00

要望演題 ２　匠の技 シンポジウム ８
腹腔鏡 ハンズオンセミナー 3

腹腔鏡
司会：早川 哲史

困難への挑戦と工夫 ２ ビデオセッション ６
講師：宮崎 恭介 

14:00 前方＆後方アプローチ   ポスター発表 ４ 14:00
腹腔鏡　４         嶋田　元 

共催：㈱メディコン 司会：丹羽 英記 司会：荻野信夫・当間宏樹
       P18～23

コーヒーブレイクセミナー ７ コーヒーブレイクセミナー ８ 慢性疼痛
15:00

        長谷川 和住 
司会：藤井 圭

腹壁瘢痕ヘルニア 共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

司会：中林 幸夫
ポスターセッション18

15:00
腹壁瘢痕ヘルニア 前方＆後方アプローチ 腹腔鏡・TAPP ヘルニア手術の全身麻酔： 司会：松原　猛人声門上エアウェイ I-gel（アイジェル）の役割

コーヒーブレイクセミナー ５ コーヒーブレイクセミナー ６

ポスターセッション20

司会：徳村 弘実 司会：小田　斉 司会：植野 望 司会：輿水 健治 ポスターセッション19
共催：日本光電工業㈱/ｴﾑ・ｼｰ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱ 嵌頓ヘルニアの治療（閉鎖孔ヘルニア）

会長講演

16:00 共催：㈱ジェイエスエス

司会：堀 孝吏

執行 友成

16:00
司会：伊東　藤男

特別シンポジウム ２ ポスターセッション21

稀なヘルニア　4　(腹腔鏡）

大腿ヘルニアの治療
JHSガイドライン

司会：勝本　富士夫

18:00

司会：冲永 功太・柵瀨 信太郎 ポスターセッション22

腹腔鏡手術手技　1
17:00 17:00

司会：吉田　和彦

18:00

ポスターセッション23

腹腔鏡手術手技　2

司会：川村　徹

閉会式


