
第 21 回日本 LPEC 研究会・会告 第 5 次  

 

ご連絡が遅れまして、大変申し訳ございません。 

新型コロナウイルスの蔓延に伴い、同会の日程が延期となりました。 

現在、別紙のごとく、日程を予定しております。 

可能な限り、現地開催を目指し、検討中です。 

よろしくご配慮のほど、お願い申し上げます。 

 

開催要項： 

名称：第 21回日本 LPEC 研究会  

会期：2022（令和 4）年 06月 05日(日曜日) 09:00-14:00  

（第 20回日本ヘルニア学会学術集会の翌日） 

会場：エム・シー・メディカル㈱ 会議室 12 階、他（同社施設内） 

住所：〒108-0075 東京都港区港南 2-16-1 品川イーストタワー12 階 

アクセス：JR品川駅港南口より徒歩 1分、東急線品川駅より徒歩 5分 

（TEL 03-5715-2813 FAX 03-5715-2816） 

会費：3,000 円 

 

 

当番世話人：田澤賢一  

（新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科） 

 

【司会・演者の先生方へ】 

発表 6分、質疑応答 3 分の予定です。よろしくお願いいたします。 

 

【演題応募先・お問い合わせ先】 

当番世話人：田澤賢一 （新潟県厚生連 糸魚川総合病院内 外科） 

〒941-8502 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花 457-1 

TEL 025-552-0280 内線 4713  

FAX 025-552-3819 

e-mail kt000416@itoigawa-hp.jp  

(上記メールアドレスがつながらない場合 kt000416@yahoo.co.jp ) 
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2022/06/05（日曜日） 

日程表 

時間  プログラム内容  司会 

09:00-09:05     開会のあいさつ     田澤賢一 

     （新潟県厚生連糸魚川総合病院 外科部長） 

時間  プログラム内容  司会/座長 

09:10-09:50 一般演題①(4 題)  久山寿子 

  小児 LPEC 法の導入 （川崎医科大学 小児外科講師） 

  と工夫   若林正和 

     （JA相模原協同病院 消化器外科・外科部長） 

09:55-10:35 一般演題②(4 題)  諸富嘉樹 

  Rare cases に対する （北野病院 小児外科部長） 

  小児 LPEC 法  田崎達也 

     （JA広島総合病院 消化管外科部長） 

～１０分間 休憩～ 

10:45-11:45 要望演題①(6 題)  浦尾正彦 

  LPECの成人例における （順天堂大学附属練馬病院 小児外科教授） 

  適応拡大  松村 勝 

     （おだクリニック日帰り手術外科 外科部長）  

11:50-12:40 要望演題②(5 題)  奥山宏臣 

  成人・小児における （大阪大学大学院 小児成育外科学教授） 

  LPECの短期・長期予後 山本海介 

 （四谷メディカルキューブ  

鼠径部ヘルニアセンター長） 

～１０分間 休憩～ 

12:50-13:50      特別講演   田澤賢一 

  Advanced LPECと（新潟県厚生連糸魚川総合病院 外科部長） 

  慢性疼痛 嵩原裕夫   

13:55-14:00  閉会のあいさつ  嵩原裕夫 

（ハートライフ病院ヘルニアセンター長） 

 

 

 

 

  



＝＝プログラム＝＝ 

開会のあいさつ 09:00-09:05  

 

一般演題① 小児 LPEC法の導入と工夫 09:10-09:50  

司会：久山寿子（川崎医科大学 小児外科講師） 

       若林正和（JA 相模原協同病院 消化器外科・外科部長） 

1) 当院での小児鼡径ヘルニアに対する LPEC 法の導入と今後の展望 

 国立病院機構信州上田医療センター 外科 

  町田 水穂、高木 祐基、小林 亮一郎、横井 謙太、鈴木 史恭、 

清水 文彰、横山 隆秀 

2) 小児ヘルニアに対してエンドクローズを用いた LPEC法の導入経験 

 製鉄記念室蘭病院 外科 

  サシーム パウデル、武藤 潤、髙岡 憲敬、大塚 将平、羽根 佑真、 

齋藤 崇宏、東海林 安人、長谷 龍之介、仙丸 直人 

３）ラパへルクロージャー®の長さの違いは LPEC法にどのような違いをもたらすか？ 

～自施設での検討～ 

 大阪赤十字病院 小児外科 

  岩出 珠幾、髙田 斉人、大野 耕一 

4) 小児内鼠経ヘルニアに対する最適な術式の検討 

 姫路赤十字病院 小児外科 

   鶴野 雄大、中井 優美子、岡本 光正、福澤 宏明 

 

一般演題② Rare casesに対する小児 LPEC法 09:55-10:35 

司会：田崎達也（JA 広島総合病院 消化器外科部長）  

         諸富嘉樹（北野病院 小児外科部長） 

1) 小児鼠径ヘルニア嵌頓整復後の偽還納に対し LPECを施行した一例 

 鹿児島大学 小児外科 

  杉田 光士郎、矢野 圭輔、村上 雅一、山田 耕嗣、山田 和歌、 

大西 峻、春松 敏夫、松久保 眞、武藤 充、家入 里志 

2) 当院における小児 de novo 型外鼠径ヘルニアに対する LPEC 法 

大阪大学医学部附属病院 小児成育外科１）、社会医療法人かりゆし会 ハートライフ

病院 ヘルニアセンター２） 

  銭谷 成剛１）２）、嵩原 裕夫２） 

3) 停留精巣に対する LPEC の応用 

 順天堂大学附属練馬病院、小児外科 

  浦尾 正彦、田中 圭一朗、田中 奈々、足立 綾香 



4) 高位停留精巣を合併する鼠径ヘルニアに対する乳児期早期の LPEC 

川崎医科大学 小児外科 

久山 寿子、曹 英樹、吉田 篤史 

 

要望演題① LPECの成人例の適応拡大 10:45-11:45 

司会：浦尾正彦（順天堂大学附属練馬病院 小児外科教授） 

   松村 勝（おだクリニック日帰り手術外科外科部長） 

1) コロナ禍での成人女性 L1型鼠径ヘルニアへの LPEC法導入経験 

 鶴田病院 外科 

  鶴田 豊、山口 祐二、村野 武志 

2) 当院の成人 LPEC法の展望について 

医療法人社団誠弘会 池袋病院 

佐竹 亮介、林 信一、木暮 道夫、池袋 賢一 

3) 成人において、LPEC 法適応可能症例はどの程度存在するか  

JA 広島総合病院 外科  

  田崎 達也、佐々木 秀、中光 篤志 

4) 思春期～若年成人に対する鼠径ヘルニア腹腔鏡下腹膜外閉鎖法（LPEC）の検討 

 長崎大学 移植・消化器外科 小児外科 

  藤田 拓郎、小坂 太一郎、日高 匡章、江口 晋 

5) 術後疼痛予防として子宮円索を結紮しない LPEC法について 

 愛知医科大学病院 消化器外科 

  松下 希美、金子 健一朗、齊藤 卓也、加藤 翔子、福山 貴大、佐野 力 

6) 臍窩 2 ポート（5mm+3.5mm）による成人 LPEC法の 1例 

 静岡済生会総合病院 外科 

 川上 次郎、土屋 智敬、中村 勇人、田中 征洋、西前 香寿、鈴村 潔、 

寺崎正起、岡本好史 

 

要望演題②成人・小児における LPECの短期・長期予後 11:50-12:40 

司会：奥山宏臣（大阪大学大学院 小児成育外科学教授） 

山本海介（四谷メディカルキューブ鼠径部ヘルニア 

センター長） 

1) 当院における LPEC手術の治療成績 

 相模原協同病院 消化器病センター外科 

  吉田 隼人、若林 正和、小堀 秀一、青木 花奈、蓑島 考、木村 友洋、 

堂本 佳典、穗坂 美樹、牛久 秀樹、船津 健太郎、相崎 一雄 

2) AYA世代女性鼠径部ヘルニアに対する膨潤 LPEC法 術後の妊活開始はいつ？ 



 新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科 1)、富山大学 学術研究部 医学系  

消化器・腫瘍・総合外科 2) 

  田澤 賢一 1)、荒木 幸紀 1)、森 康介 1)、澤田 成朗 2)、山岸 文範 1)、 

藤井 努 2) 

3) 当院で経験した LPEC 術後再発および対側発生のタイミングに関する検討 

 静岡県立こども病院 小児外科 

  三宅 啓、福本 弘二、矢本 真也、野村 明芳、金井 理紗、根本 悠里、 

  津久井 崇文、漆原 直人 

4) 小児鼠径ヘルニア，精系・ヌック水腫術後再発例の検討および LPEC法の位置づけ 

 大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科 

  出口 幸一、神山 雅史，正畠 和典，野村 元成、阪 龍太、渡邊 美穂、 

上野 豪久、田附 裕子、奥山 宏臣 

5) 成人 LPEC長期成績 

 北野病院小児外科 1)、大阪市立大学小児外科 2) 

  諸冨 嘉樹 1)、園田 真理 1)、武田  昌克 1)、佐藤  正人 1)、東尾  篤史 2)、 

中岡  達雄 2) 

 

特別講演：12:50-13:50 

   司会：田澤賢一（新潟県厚生連糸魚川総合病院 外科部長） 

Advanced LPEC 法は鼠径ヘルニア術後慢性疼痛（CPIP）の危険術式か？ 

 

沖縄ハートライフ病院・ヘルニアセンター  

嵩原裕夫   

閉会のあいさつ:13:55-14:00 


