
「日本 LPEC研究会」の発足と
「第19回日本 LPEC研究会」を開催するにあたって

「日本 LPEC研究会」　　　　代表世話人
「第 19 回日本 LPEC研究会」当番世話人・嵩原裕夫
　　　　　　 ハートライフ病院ヘルニアセンター長

「LPEC研究会」は、過去18年間「日本小児外科学会」と「日本へルニア学会」の付加研究会と

してセミクローズの形式で小児鼠径ヘルニア腹腔鏡下手術談話会、小児鼠径ヘルニア腹腔鏡下手術研

究会、LPEC研究会 を経て開催してまいりましたが、このたび「日本 LPEC研究会」に発展的に改

称して発足することになりました。

 お蔭様で、「LPEC法」は小児外科領域では標準術式として評価を頂き広く普及してきましたが、

少なからず種々の問題点が生じてまいりました。また成人外科領域では「LPEC法」への関心度が

深まるにつれ、新たなる問題点がいくつか指摘されてきています。とくに「Advanced LPEC 法」

は鼠径床の解剖と神経分布を熟考しながらさらに検討を重ね、完成度の高い手技にすることが強く要

求されています。

「LPEC法」を考案し、臨床に導入して四半世紀を迎えようとしている今、改めて初心に戻り「LPEC

法」を見直し真 に取り組む必要性を強く感じています。

小児および成人の鼠径ヘルニアに対し人工素材 (メッシュ、プラグ )を使用しない唯一の腹腔鏡下

ヘルニア手術として、「日本 LPEC研究会」を通して手技の習熟を図り、低侵襲性・安全性・治療成

績の向上にむけてさらなる精進を重ねていきたいと思っております。

「日本 LPEC研究会発足」と「第19回日本 LPEC研究会開催」は、LPEC法に強い関心を持つ

数人の仲間で昨年の9月に急に決定しました。準備期間が短く、懸念された演題も予想を超え23

題もご応募頂いました。従来の LPEC研究会のように時間をかけて忌憚のないフリーな討論ができ

るようにプロクラムを構成しました。年末年始でプログラム・抄録集の作成期間が制限され、締め切

り後の応募演題を残念ながら採用しかねましたことを深くお詫びいたします。

単独開催でスタートした「第19回日本 LPEC研究会」が、腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術として

の LPEC法をさらにブラッシュアップしてヘルニア医療に寄与し、国内外にその情報を発信できる

ように参加者ならびに会員の皆様にお願い申し上げます。

本研究会の開催にあたり惜しみないご協力とご支援を賜りました関係者各位に衷心よりお礼を申し

上げます。
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ご　案　内

◆　参加者のご案内
　　参加費：医師（￥3,000）。ただし、研修医、コメディカルは無料です。

◆　発表者へのご案内
○　発表時間：シンポジウム すべて 発表６分、討論４分、総合討論なし。
○　発表方法：すべての発表はコンピュータープレゼンテーションとします。当日会場に設置さ
れるＰＣ（OS）はWindos10 です。発表データーは Power Point 2013 以降で作成の上、USB
メモリーに保存したものをご持参ください。ただし、Mac で作成の場合や、動画を使用され
る場合はご自分のノート PCをご持参ください。（電源アダプターと変換コネクターも忘れず
に）。発表開始時刻の 30 分前までに PC受付にて試写をお願い致します。

◆　司会者へのお願い
○　セッション開始 10 分前までに会場内に待機してください。
○　進行は司会の先生にお任せ致しますが、終了時間を守っていただきますようご配慮願います。

◆　質問される方へのお願い
　　あらかじめマイクの前に立ち、質問のご準備をお願いします。

◆　世話人会（2020年 1月11日（土）16：00～ 17：00）
　　沖縄県市町村自治会館・第 3会議室で開催します。

◆　日本 LPEC研究会のオームページのご案内
　　下記アドレスにてご覧ください。
　　https://www.j-lpec.org/
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日　程　表

時　間 プログラム 司会 会場

2020/1/11

900 ～ 手術ライブ（Advanced LPEC） 西原実
（ハートライフ病院ヘルニアセンター）

ハートライフ病院
手術場

1600-1700 世話人会 嵩原裕夫
（ハートライフ病院ヘルニアセンター） 第 3会議室

2020/1/12

900-905 開会のあいさつ 嵩原裕夫
（ハートライフ病院ヘルニアセンター） 第 5・6会議室

910-950
シンポジウム①　（4題）
小児 LPEC法の手技・
管理とその成績

藤井秀則
（福井赤十字病院 ・外科部長）
廣瀬龍一郎
（福岡大学医学部・小児外科准教授）

第 5・6会議室

955-1035
シンポジウム②　（4題）
Rare cases に対する
小児 LPEC法

浦尾正彦
（順天堂大学練馬病院　小児外科教授）
諸富嘉樹
（北野病院・小児外科部長）

第 5・6会議室

1040-1130 シンポジウム③  （5 題）
Nuck 水腫に対する術式

横山隆秀
（信州上田医療センター・外科診療部長）
本多昌平
（北海道大学病院・小児外科講師）

第 5・6会議室

1140-1200
スポンサー :クリニック グリーン
ハウス
ランチョン ビデオタイム　　　　　　　　
―Advanced LPEC 法―

嵩原裕夫
（ハートライフ病院ヘルニアセンター） 第 5・6会議室

1205-1255
ビデオシンポジウム❶  （5 題）
小児 LPEC法の手技
－ラパロ？ or 鼠径管アプロ－チ

奥山宏臣
（大阪大学大学院小児成育外科学・教授）
田崎達也
（JA広島総合病院　消化管外科部長）

第 5・6会議室

1300-1350 ビデオシンポジウム❷  （5 題）
成人 LPEC法の手技

和田英俊
（市立島田市民病院　院長）
川原田陽
（札幌医療センター斗南病院・外科部長）

第 5・6会議室

1355-1400 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） 第 5・6会議室
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＝ プログラム＝
開会のあいさつ：９：00 ～９：05

シンポジウム１「小児 LPEC法の手技・管理とその成績」９：10 ～９：50
司会：藤井　秀則（福井赤十字病院 ・外科部長）
廣瀬龍一郎（福岡大学医学部・小児外科准教授）

１）当院での LPEC法による日帰り腹腔鏡下鼡径ヘルニア手術の検討～気道管理の点から～
兵庫県立こども病院　小児外科
岩出珠幾　福澤宏明　森田圭一　黒田靖浩　藤枝悠希　竹内雄毅　植村光太郎
島由友　河原仁守　横井暁子　前田貢作

２）当院で施行している日帰り LPECの現状と成績
静岡県立こども病院　小児外科
三宅　啓、福本弘二、仲谷健吾、野村明芳、関岡明憲、山田進、金井理紗、漆原直人

３）当院における single incision LPEC 手術の現状と手技
名古屋大学大学院　小児外科学
住田　亙、内田　広夫、田中　裕次郎、城田　千代栄、田井中　貴久、横田　一樹、
牧田　智、大島　一夫、滝本　愛太朗、狩野　陽子

４）当院における単孔式 LPEC法の手技と成績
福井赤十字病院　外科
吉羽　秀麿、藤井　秀則、平﨑　憲範、加藤　成、土居　幸司、川上　義行、
青竹　利治、田中　文恵、廣瀬　由紀

シンポジウム２「Rare cases に対する小児 LPEC法」９：55 ～ 10：35
司会：浦尾　正彦（順天堂大学練馬病院　小児外科教授）

諸富　嘉樹（北野病院・小児外科部長）　　　　　
１）小児内鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術

兵庫県立こども病院　小児外科
福澤宏明、黒田靖浩、植村光太郎、藤枝悠希、竹内雄毅、 島由友、河原仁守、
森田圭一、岩出珠幾、横井暁子、前田貢作

２）子宮および両側卵巣・卵管が脱出した右外鼠径ヘルニアの一例
川崎医科大学　小児外科
久山寿子、植村貞繁、吉田篤史

３）LPEC術後の同側内鼠径ヘルニア発症例に対しAdvanced LPEC 施行後に再発が疑われている１
幼児例
北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室Ⅰ
本多昌平，荒　桃子，奥村一慶 , 近藤享史 , 武冨紹信

４）LPEC術後に対側のDe novo 型外鼠径ヘルニアを発症した１例
市立吹田市民病院外科１）、兵庫医科大学小児外科２）

田中夏美１、銭谷昌弘２、野瀬聡子２、大植孝治２

＝＝ ＝＝
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シンポジウム３「Nuck 水腫に対する術式－ラパロ？ or 鼠径管アプロ－チ」10：40 ～ 11：30
司会：横山　隆秀（信州上田医療センター・外科診療部長）

本多　昌平（北海道大学病院・小児外科講師）　　　
１）成人女性鼠径ヘルニアに対する治療方針―前方アプローチで行なっている施設から―

東京医科大学　消化器・小児外科学分野
林　豊、長江逸郎、四柳聡子、西村絵美、勝又健次、土田明彦

２）当院におけるNuck 管水腫切除例の検討
斗南病院外科
佐藤大介、川原田陽、横山啓介、櫛引敏寛、寺村紘一、才川大介、山村嘉之、
鈴木善法、北城秀司、奥芝俊一

３）小児ヌック管水腫に対する LPEC法の経験
大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科
出口幸一、阪龍太、野村元成、渡邊美穂、上野豪久、田附裕子、奥山宏臣

４）Nuck 管水腫にTAPPを行うことは容認されるか？
戸畑共立病院　ヘルニア外科
松村　勝

５）当院におけるNuck 管水腫に対する腹腔鏡下手術の治療成績
相模原協同病院　外科
若林正和、奥野晃太、木村友洋、船津健太郎、原　英則、相崎一雄、保刈岳雄

ランチョンビデオタイム　　　11：40 ～ 12：00
　「Advanced LPEC 法」　嵩原裕夫
 スポンサー：クリニック グリーンハウス

ビデオシンポジウム１「小児 LPEC法の手技」12：05 ～ 12：55
司会：奥山宏臣（大阪大学大学院小児成育外科学・教授）

田崎達也（ＪＡ広島総合病院　消化管外科部長）　
１）安全な小児 LPECのための工夫

昭和大学江東豊洲病院こどもセンター小児外科
吉澤穣治・佐藤英章・中神智和

２）小児 LPEC手術の実際―指導でこだわっているポイント
福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科
廣瀬龍一郎、岩中剛、石井生、岩﨑昭憲

３）当科における小児 LPEC法
川崎医科大学　小児外科
久山寿子、植村貞繁、吉田篤史

４）当科における腹腔鏡下腹膜外鞘状突起結紮術（LPEC法）のコツ
順天堂大学練馬病院　小児外科　総合外科
浦尾正彦、田中奈々、池上満智彰、須郷広之＊

５）LPEC手技の肝要ポイント
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、佐藤正人１、遠藤耕介１、東尾篤史１、堀池正樹２、三藤賢志２
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ビデオシンポジウム２「成人 LPEC法の手技」13：00 ～ 13：50
司会：和田　英俊（市立島田市民病院　院長）　　　　　　

川原田　陽（札幌医療センター斗南病院・外科部長）
１）AYA世代女性の鼠径ヘルニアに対する膨潤 LPEC法

新潟県厚生連　糸魚川総合病院外科１）富山大学大学院医学薬学研究部消化器・腫瘍・総合外科２）

田澤賢一１）、明石尭久１）、三輪武史１）、河合俊輔２）、澤田成朗２）、山岸文範１）、
藤井努２）

２）当科での成人 LPEC法手技と成績―LPEC法は難しい―
JA広島総合病院外科
田崎達也、佐々木秀、香山茂平、杉山陽一、新宅谷隆太、平野利典、海氣勇気、
岡本暢之、向田敦史、柴田祥之、中光篤志

３）当院における成人症例への LPEC法の適応について
医療法人社団誠弘会　池袋病院
佐竹亮介

４）LPECの成人症例への適応条件
北野病院小児外科１）、泉大津市立病院内視鏡外科・小児外科２）、大阪市立大学小児外科３）

諸冨嘉樹１、佐藤正人１、遠藤耕介１、東尾篤史１、野口浩平２、栄 由香里２、
堀池正樹３、北田智弘３

５）若年成人男性の外鼠径ヘルニアに対するMultiple LPEC の有用性
順天堂大学附属練馬病院　小児外科　総合外科＊

浦尾正彦、田中奈々、池上満智彰、渡野邉郁雄＊、町田理夫＊、須郷広之＊
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【はじめに】当院では2018年 11月より LPEC法による日帰り腹腔鏡下鼡径ヘルニア手術 (以下、

LPEC法 ) を開始した。気道管理は気管内挿管が主体であるがラリンジアルマスク (以下、LMA)

を使用している症例もある。今回は気道管理に着目し、LPEC法での日帰り手術を検討した。

【方法】2018年 11月～2019年 10月に LPEC法で日帰り手術を行った49例中、検討項目を

満たした41例をA群：気管内挿管29例、B群：LMA12例にわけ、麻酔時間 ( 導入時間、手

術時間、覚醒時間 ) とともに、手術時間中の体温、心拍数、収縮期 / 拡張期血圧、Bispectral 

Index( 以下、BIS)、ETCO2の変動を診療録より後方視的に分析した。有意差の検定はStudent

の t 検定を用い、p＜ 0.05 をもって有意差ありとした。

【結果】A群：29例、B群：12例であった。患者背景として身長、体重、手術時月齢は両群で有

意差を認めず。導入時間、手術時間、麻酔時間は両群間で有意差を認めなかったが、覚醒時間は

A群：5～25分 (中央値11分 ) vs B群：3～12分 (中央値8.5分 )でありB群で有意差を持っ

て短かった。体温、心拍数、血圧、BIS及び ETCO2の変動は両群間で有意差を認めなかった。

【結語】LMAによる気道管理は気管内挿管と比較すると、バイタルの変動がと手術中の鎮静は同程

度で覚醒が早いため、LPEC法による日帰り手術での気道管理において有用である可能性が示唆

された。

当院での LPEC法による日帰り腹腔鏡下鼡径ヘルニア手術の検討
～気道管理の点から～

兵庫県立こども病院　小児外科

岩出珠幾　福澤宏明　森田圭一　黒田靖浩　藤枝悠希　竹内雄毅　植村光太郎
島由友　河原仁守　横井暁子　前田貢作

シンポジウム1「小児 LPEC法の手技・管理とその成績」　9：10～9：50 S1-1
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当院では2008年より腹腔鏡下鼡径ヘルニア根治術 (LPEC) を開始した。手術適応は原則修正在

胎週数60週以上で、同時手術がない場合は心疾患などがない限り原則日帰りで行う。手術の流れは、

術前2週間以内に術前検査、麻酔科診察、child life specialistによる不安軽減のための手術室ツアー

目的の外来受診を行う。手術当日は予定時間の30分前に来院、プレメディとしてドルミカム注腸

を行い、麻酔導入時には10kg 以下の児には脊髄くも膜下ブロック、10kg 以上の児には硬膜外ブ

ロックを行っている。ロクロニウムで筋弛緩を行い、スガマデクスナトリウムでリバースする。手術

のポート配置は臍にカメラ用に3mm、右側腹部にworking port として2mmポートを入れている。

精管直上で往路を終え LPEC針を腹腔に出すことで精管を巻き込みにくいようにしている。結紮は

エチボンド単結紮で行っている。術後は1時間で覚醒を確認、飲水を行い帰宅としている。退院後

は術翌日までアセトアミノフェンを定期投与し、術後一週間後に術後外来を行っている。これまでに

2269人 2443側に LPECを行い、再発は19人20側 (0.82%)、対側発生は0.24%(5/2058)

に認めた。また、2016年以降日帰り予定患児の99.3%(677/682例 ) が予定通り手術当日に退

院可能であった。当院で行っている LPECの実際と共に成績の詳細を報告する。

当院で施行している日帰り LPECの現状と成績

静岡県立こども病院　小児外科

三宅　啓、福本弘二、仲谷健吾、野村明芳、関岡明憲、山田進、金井理紗、漆原直人

シンポジウム1「小児 LPEC法の手技・管理とその成績」　9:10 ～ 9:50 S1-2

― 8 ―



当院においては、2013年 8月に SILPEC(single incision LPEC) を導入して以降、鼠径ヘル

ニアに対する手術は原則SILPECを施行しており、2019年 10月までに693件を施行した。他

院では乳児の麻酔を積極的に行っていない施設が多く、当院では乳児例が164例（24％）と比率

が高くなっている。他の手術を併施していない642例について手術時間を調べると、中央値で片側

が33分（15～ 84分）、両側が43分（22～ 115分）であった。乳児症例に限定すると、片側

37分、両側44分、乳児以外の症例では、片側33分、両側43分であり、一般的に乳児症例は困

難な印象があるが、乳児症例でも手術時間はほぼ同じであり、乳児症例でも問題なく手術が可能であ

ると思われた。当院での施行症例の再発は2例で、McVay 法と IPTR で再手術した。SILPEC 症

例のうち再発症例は、他院でのSILPEC施行例が３例、他院でのPotts 施行例が2例であった。今回、

当院でのSILPECの現状と、乳児症例の実際の手術手技を提示する。

当院における single incision LPEC手術の現状と手技

名古屋大学大学院　小児外科学

住田　亙、内田　広夫、田中　裕次郎、城田　千代栄、田井中　貴久、横田　一樹、牧田　智、
大島　一夫、滝本　愛太朗、狩野　陽子

シンポジウム1「小児 LPEC法の手技・管理とその成績」　9:10 ～ 9:50 S1-3
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【はじめに】当院では2014年 7月に女児に限定して単孔式 LPECを導入し、これまでに19例、

23側に施行した。

【手術手技】臍部に約1㎝の縦切開を置きOptical view 法にてカメラ用5mmポートを挿入。同じ

創のポート脇に補助鉗子用3mmトロッカーを挿入。ヘルニア門腹側縁直近に約2mmの皮切を

置き、皮下を剥離後、長さ約40cmの2-0 Prolene®（以下、糸）を装着した LPEC針（以下、針）

を刺入、針先と糸を腹膜直前の層に誘導。針先をヘルニア門外側から子宮円靭帯背側に通し、内

側腹膜から腹腔へ貫通、糸を針から分離。針先をヘルニア門腹側縁まで引き抜いたのち、ヘルニ

ア門内側を通し、さきの貫通部（近傍）腹膜から腹腔へ貫通。糸を針に装着し、針を抜去して糸

を創外へ導出。糸を結紮し、ヘルニア門を閉鎖。

【成績】患児の年齢は1歳2か月から16歳11か月。患側と手術時間は、右側9例：27~58分、左側：

4例、27～ 39分、両側：5例、36~56分。出血量は全例で1mL未満。退院は、全例が術翌

日。合併症は、1例に一過性の鼡径部痛を認めたのみ。

【結語】女児に対する単孔式 LPEC法の短期成績は良好であった。今後、長期成績について検討する

必要がある。

当院における単孔式 LPEC法の手技と成績

福井赤十字病院外科

吉羽　秀麿、藤井　秀則、平﨑　憲範、加藤　成、土居　幸司、川上　義行、
青竹　利治、田中　文恵、廣瀬　由紀

シンポジウム1「小児 LPEC法の手技・管理とその成績」　9:10 ～ 9:50 S1-4
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【はじめに】小児鼠径ヘルニアに LPEC法を施行していると、非常に稀だが内鼠径ヘニアに遭遇する

ことがある。小児内鼠径ヘルニアに対し、ラパヘルクロージャーを用いてヘルニア門の閉鎖を試

みられる報告が散見されるが、小児内鼠径ヘルニアのヘルニア門の様子を腹腔鏡下に観察した報

告はあまりない。今回、小児内鼠径ヘルニアを腹腔鏡下に縫合閉鎖した症例を経験したので報告

する。

【症例】症例は8歳、男児。1歳時に右外鼠径ヘルニアに対してPotts 法で手術の既往。右鼠径部

の腫脹と 痛を認め、右外鼠径ヘルニア再発疑いで紹介。身体診察及び画像検査では大腿ヘルニ

アや内鼠径ヘルニアが疑われた。腹腔鏡で観察を行うと、外鼠径ヘルニアの再発は認めず、内鼠

径ヘルニアを認めた。ヘルニア門周囲の腹膜を円周上に切開し、ヘルニア門を観察した。ヘルニ

ア門の辺縁は非常に明瞭で強固であった。ヘルニア門を非吸収糸による結節縫合で閉鎖した。腹

膜は吸収糸による結節縫合で修復した。術後1年が経過し、再発を認めていない。

【まとめ】小児内鼠径ヘルニアのヘルニア門は、辺縁が非常に強固であり先天性の可能性が推測される。

小児内鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術

兵庫県立こども病院　小児外科

福澤宏明、黒田靖浩、植村光太郎、藤枝悠希、竹内雄毅、 島由友
河原仁守、森田圭一、岩出珠幾、横井暁子、前田貢作

シンポジウム2「Rare casesに対する小児 LPEC法」　9：55～10：35 S2-1
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【背景】卵巣脱出ヘルニアは乳児期女児鼠経ヘルニアにおいて高い頻度でみられるが、子宮と両側付

属器が片側から脱出することは珍しい。子宮及び両側付属器脱出鼠経ヘルニアの腹腔鏡所見につ

いて報告する。

【症例】1か月女児。1か月検診で右鼠径部のしこりに気づかれ当科外来受診された。右卵巣ヘル

ニアと診断され、腹腔鏡下手術を施行した。両側卵管・両側卵巣は右内鼠経輪から脱出していた。

観察時、子宮底部は腹腔側に見られた。左腹膜鞘状突起開存はなく、左子宮円索は内鼠経輪から

35mmと長く、右子宮円索は著しく短かった。ヘルニア嚢内遠位に左卵巣が位置し、用手的圧迫

で右卵巣、左卵巣の順に腹腔内に還納された。子宮円索を腹腔測へ牽引し、充分高位で LPEC法

を行い、再発なく経過している。

【考察】本症例では対側卵巣がヘルニア遠位に位置していた。ヘルニア側の子宮円索が著しく短いこ

とにより、患側卵管、患側の子宮角、患側卵巣はヘルニア門の直近に位置し、卵管の滑脱が高度

となれば子宮と患側付属器が脱出する。両側卵巣が片側ヘルニア嚢内に脱出する場合、体位など

何らかの原因で対側卵巣がヘルニア門の近くにある際にまず脱出し、これに患側の卵管が滑脱す

ることで、この稀な病態を引き起こしていると考えた。

【結語】本症例の両側卵巣脱出の原因はまず対側の卵巣が脱出し、その後、患側の卵管卵巣が脱出し

たと考えられた。

子宮および両側卵巣・卵管が脱出した右外鼠経ヘルニアの一例

川崎医科大学　小児外科

久山寿子、植村貞繁、吉田篤史

シンポジウム2「Rare casesに対する小児 LPEC法」　9：55～10：35 S2-2
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【はじめに】外鼠径ヘルニア術後の同側性内鼠径ヘルニアに対する治療に難渋している症例につき報

告する。

【症例】2歳の女児 . 家族歴として母に骨形成異常がある．出生歴異常なし . 新生児期より右鼠径部

の膨隆を認め脱出が頻回で不機嫌を繰り返すため，右鼠径ヘルニアに対し月齢2に右 LPECを

施行した．この際，典型的な外鼠径ヘルニアに伴うヘルニア嚢があり、気腹下で右内鼠径窩の陥

凹は認めなかった．術後6ヵ月に再度右鼠径部の膨隆が出現したため，右鼠径ヘルニア再発の

診断で LPECによる再手術を企図した．腹腔内観察したところ，右内鼠径輪の高位結紮部は完

全に閉鎖しており，代わりに内鼠径窩に新たなヘルニア門を認めた．右内鼠径ヘルニアと診断し，

Advanced LPECを施行した．再手術後10ヵ月頃に右鼠径部の膨隆に気付かれ再診，診察時に

は明らかなヘルニア徴候を認めていないが , 再々発が疑われている。

【考察】本邦での小児内鼠径ヘルニアの発生頻度は0.24％と言われており，非常に稀である．小児

内鼠径ヘルニアの約30％が外鼠径ヘルニアの術後であったとの報告もあるが LPECでは高位結

紮の際に鼠径管構造の破壊は伴わず，LPEC術後の内鼠径ヘルニア再発は渉猟しえた限りこれま

でに報告がない．本症例の病態および今後の治療方針につきディスカッションを賜りたい。

LPEC術後の同側内鼠径ヘルニア発症例に対しAdvanced LPEC施行後
に再発が疑われている1幼児例

北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室 I

本多昌平，荒　桃子，奥村一慶，近藤享史，武冨紹信

シンポジウム2「Rare casesに対する小児 LPEC法」　9：55～10：35 S2-3
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近年腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術が普及し腹腔内から詳細な鼠径部の観察が可能となり、新たな知

見が得られるようになった。その一つに腹膜鞘状突起の開存とは別に内鼠径輪周辺の組織が脆弱化

して腹膜が鼠径管内へ滑脱するDe novo 型鼠径ヘルニアがある。今回我々は、LPEC術後に対側の

De novo 型外鼠径ヘルニアを発症した小児例を経験したので報告する。

症例は3歳 7か月男児。2歳 2か月時に右外鼠径ヘルニアに対し右側 LPECを施行し、術中に

左内鼠径輪が閉鎖していることを確認していた。術後経過に問題なく一旦フォロー終了となっていた

が、術後1年2か月時に左鼠径部の軽度膨隆を主訴に来院した。再受診時の左鼠径部膨隆ははっき

りしなかったが、外来経過観察中に膨隆が増悪して超音波検査で腸管脱出を確認したため手術の方針

とした。腹腔鏡下に腹膜鞘状突起入口部とは異なる部位に左内鼠径輪の開大を認め、De novo 型左

外鼠径ヘルニアと診断した。右外鼠径ヘルニアの再発はなかった。LPEC法で左内鼠径輪を2-0 エ

チボンドで大きく全周性に二重結紮した。術後1年の現在、再発なく経過している。

本症例はDe novo 型ヘルニアの発症過程を観察できた貴重な症例と考えられた。

LPEC術後に対側のDe novo 型外鼠径ヘルニアを発症した1例

市立吹田市民病院外科 1、兵庫医科大学小児外科 2

田中夏美 1、銭谷昌弘 2、野瀬聡子 2、大植孝治 2

シンポジウム2「Rare casesに対する小児 LPEC法」　9：55～10：35 S2-4
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【はじめに】成人女性のヌック管水腫を含む鼠径ヘルニア症例の中には子宮内膜症を合併している症

例も存在する。そのため我々は前方アプローチによる根治術を施行している。今回、我々の手術

成績を検討するとともに、当科でおこなっている手術術式を供覧する。

【対象・方法】対象は2005年から2019年までに当科で手術をおこなった、16歳以上46歳未

満の女性。手術時年齢、手術・麻酔時間、手術術式、病理組織学的所見を検討した。

【結果】対象は36例、平均手術時年齢33.7 歳、平均術後経過期間9.9 年。手術部位は右20例、

左14例、両側2例。平均手術・麻酔時間は54分・86分。ヌック管水腫と術前診断されてい

た症例は3例。病理組織学的所見で5例に子宮内膜を有していた。再発症例は認めなかったが、

1例にメッシュによる創部痛のため再手術を行っている。

【結語】成人女性鼠径ヘルニアの場合、ヘルニア嚢内に子宮内膜を有している事があるため、ヘルニ

ア嚢を摘除する術式が妥当であると考えている。第一選択はメッシュを使用しないMarcy 法であ

るが、JHS分類Ⅱなどの後壁の脆弱によるヘルニアの場合には腹膜前腔にのみメッシュを置く術

式（TIPP法）を選択している。

成人女性鼠径ヘルニアに対する治療方針
－前方アプローチで行なっている施設から－

東京医科大学　消化器・小児外科学分野

林　豊、長江逸郎、四柳聡子、西村絵美、勝又健次、土田明彦

シンポジウム３「Nuck 水腫に対する術式－ラパロ？ or 鼠径管アプロ－チ」
　10:40 ～11:30 S3-1
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Nuck 管水腫は成人女性では比較的稀とされ , 単一施設からの多数例報告は少ない . 当院のNuck 

管水腫切除例の臨床病理学的因子と治療方針の妥当性を検討した . 当院ではNuck 管水腫に対して

は鼠径部切開法による切除を第一選択としている. 2009年から女性の鼠径部手術は112症例あり, 

うち Nuck 管水腫は17例 (15.2%) であった . 年齢中央値43歳 (16-52), 右 / 左は 14例 /3例

と右に多かった . 16例 (88.9%) で術前から Nuck 管水腫を疑い , 1 例が鼠経ヘルニア手術時の術

中診断であった . 術前 CTを施行した15例における嚢胞の局在は , 7 例が腹腔外に限局 , 6 例が腹

腔内外に渡るが外＞内 , 2 例で腹腔内≧外であった . 手術は14例で鼠径部切開法 , 3 例で腹腔鏡下

手術が施行された. 手術時間中央値69分(41-371), 出血量0ml(0-296)であり合併症は無かった. 

14 例 (82.4%) が鼠経ヘルニアを併発していた . 病理組織学的に子宮内膜症成分が6例 (35.3%)

に認められた . 今回の検討では既報と同様に Nuck 管水腫は異所性内膜症を高率に合併し , 多くが腹

腔外を中心に局在していた . 内膜症の散布を防ぐため鼠径部切開法を第一選択とする当院の方針は妥

当と思われた .

当院における Nuck 管水腫切除例の検討

斗南病院外科

佐藤大介 , 川原田陽 , 横山啓介 , 櫛引敏寛 , 寺村紘一 , 才川大介 , 山村嘉之 ,
鈴木善法 , 北城秀司 , 奥芝俊一

シンポジウム３「Nuck 水腫に対する術式‐ラパロ？ or 鼠径管アプロ－チ」
　10:40 ～11:30 S3-2

― 16 ―



【背景】小児ヌック管水腫は、精系水瘤に準じて腹膜鞘状突起の高位結紮が標準的に施行されている。

成人ヌック管水腫に対する腹腔鏡下手術の報告例は散見される一方で、小児ヌック管水腫に対す

る LPEC法の報告は少ない。今回、当施設における小児ヌック管水腫に対する LPEC法について

後方視的に検討する。

【対象と方法】当施設で2010年から2019年にヌック管水腫に対して LPECを施行した11例に

ついて検討した。同時期に1例でヌック管水腫に対して鼠径法が施行された。

【結果】手術時年齢は鼠径法を施行した1例が4歳 1ヶ月、LPEC法を施行した10例の中央値が

3歳 4ヶ月（1歳 6ヶ月～12歳 2ヶ月）であった。このうち9例が初発、3例が鼠径ヘルニ

ア術後ヌック管水腫としての再発であった。再発は術後半年から2年で見られた。LPEC施行

例 11例中 5例に対側腹膜鞘状突起開存を確認した。手術時間は鼠径法で37分、LPEC法で

48.9 分（30～ 85分）であった。合併症は鼠径法1例で皮下血腫、LPEC法 1例に残存糸膿

瘍を認めたがいずれも保存的に軽快した。

【結語】小児ヌック管水腫11例に患側 LPEC法を施行し、うち5例に対側治療を要した。腹腔鏡

下の観察は再発の病態診断に有用であった。LPEC法は安全かつ対側観察が可能であり、ヌック

管水腫に対する標準術式となりうると考えられた。

小児ヌック管水腫に対する LPEC法の経験

大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科

出口幸一、阪龍太、野村元成、渡邊美穂、上野豪久、田附裕子、奥山宏臣

シンポジウム３「Nuck 水腫に対する術式‐ラパロ？ or 鼠径管アプロ－チ」
　10:40 ～11:30 S3-3
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Nuck 管は、女性における、腹膜鞘状突起が出生時、あるいは生後1年前後で閉鎖せずに開存し

たまま残り憩室化した状態であり、Nuck 管水腫は同部位に液体が貯留した状態である。女性の鼠径

部腫瘤性疾患の約17%に、40歳以下では約50%に認められる。

Nuck 管水腫に異所性子宮内膜症が合併する報告が見られるため、診察では月経周期に一致して腫

瘤や 痛が変化するか、が重要となる。また、頻度は低いが、癌化の報告もある

治療は、手術が第一選択となるが、術式の報告では前方切開法が多い。理由としては、鉗子操作が

制限された状態で子宮円靭帯を恥骨付着部から腹膜前腔に至る範囲で完全切除を行うことが困難と考

えられているためである。

我々はNuck 管水腫に対して、通常の鼠径ヘルニア同様に TAPPを行なっている。その方法は、

内鼠径輪からの引き抜き法と、横筋筋膜切開法鼠径床を行なっている。

これまでに12例のNuck 管水腫を経験し、引き抜き法を8例、横筋筋膜切開法を4例に行なった。

術中に嚢胞を損傷することなく完全切除できている。本術式を供覧する。

Nuck 管水腫に TAPPを行うことは容認されるか？

戸畑共立病院　ヘルニア外科

松村勝

シンポジウム３「Nuck 水腫に対する術式‐ラパロ？ or 鼠径管アプロ－チ」
　10:40 ～11:30 S3-4
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【はじめに】当院では2013年より腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）を導入している . 女性の

Nuck 管水腫に対しても , 患者希望により腹腔鏡下手術を適応しており , 当院の治療成績を示し , 

その特徴を検討報告する .

【方法】2013 年 2月から 2019 年 10月の期間 (6 年 9か月 ) で , TAPP を施行した 601例 , 

684病変の中で , 79例が女性であった . その中で , Nuck 管水腫に対する腹腔鏡下手術を施行し

た7例について検討した .

【結果】年齢中央値は38歳であった . 右側 3例 , 左側 4例であった . ヘルニア分類は , Ⅰ型 4例で

あったが , 水腫を合併したⅢ型を3例に認めた . 手術時間中央値は76分 , 術後在院日数は1日

であった . 術後再発や慢性 痛は認めていない . また , 病理組織検査で子宮内膜症や悪性所見は認

めなかった .

【結語】Nuck 管水腫の局在により難易度は異なるが , 腹腔鏡下手術は有用な術式の1つとなりうる . 

また , Nuck 管水腫と鑑別を要する , 水腫を合併するⅢ型のヘルニアが存在するため , 治療方法の

選択においては注意が必要である . そのような病態に対しては , 審査能の高い腹腔鏡は有効である

と考えられる .

当院におけるNuck 管水腫に対する腹腔鏡下手術の治療成績

相模原協同病院　外科

若林正和、奥野晃太、木村友洋、船津健太郎、原　英則、相崎一雄、
保刈岳雄

シンポジウム３「Nuck 水腫に対する術式‐ラパロ？ or 鼠径管アプロ－チ」
　10:40 ～11:30 S3-5
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【はじめに】LPECを腹腔鏡手術の基本にしたがって、術者経験の少ない小児外科医でも安全に施行

できるための工夫について報告する。

【方法】

工夫1：小児腹腔鏡手術用の透明ドレープを使用する。腹腔鏡を頭側から尾側へ挿入するために、

手術台のアーチはスコープの自由な可動を制限する。このアーチをなくしても麻酔科医が挿管

チューブを確認できる透明なドレープを使用する。

工夫2：腹腔鏡手術では、第1ポートは開腹で挿入することが基本である。臍縁に半円の大きな

皮膚切開をして、皮下を十分に剥離して、臍から5mm以上離れた部位の白線を切開して開腹

する。ポートは5mmE・ZバルーンⅡを用いることにより、気腹ガスの漏れを防止するのと

ともに、E・ZバルーンⅡの牽引によって腹壁を吊り上げて、腹壁の伸展を防止して、第2ポー

ト挿入を容易にすることができる。また、白線切開部分の上下左右に3-0吸収糸で腹壁を把持

して、閉腹をしやすくする。

工夫3：ヘルニア嚢の縫縮は、通常1周であるが、6歳以上の女児では原則2周とする。

工夫4：ラパヘルクロージャーの穿刺部位に下腹壁動静脈がないことを確認する。穿刺部位の皮

膚は十分な長さ切開して、結紮部位が腹膜近くに来るようにする。

工夫5：閉創時に気腹圧を下げ、創部からの出血のないことを確認する。

【結語】これらの工夫によって、再発・合併症のない LPECを行うことが可能である。

安全な小児 LPECのための工夫

昭和大学江東豊洲病院こどもセンター小児外科

吉澤穣治・佐藤英章・中神智和

ビデオシンポジウム１「小児 LPEC法の手技」　12：05～12：55 VS1-1
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LPEC手術は誕生後四半世紀となり、小児鼠径ヘルニアに対する標準手術のひとつとなった。我々

は2009年の導入時より入門のためのマニュアルを作成・更新させながら、実践と指導に当たって

いるが、施設によって考え方の違いから様々な意見をいただくことも多い。今回、当科で行っている

LPEC手術とマニュアルの骨子となるポリシーおよび工夫を提示する。なお、手術は臍窩縦切開の

SILPEC、術者は左に立ち、運針は内回り、糸はサージロンである。当科指導法の骨子は①運針にお

けるPotts 法との違いを理解し、鉗子の役割とその重要性を意識する。②針先はほぼ平面内を移動

し、LPEC手術は決してミラーイメージの手術ではないことを理解する。③運針の各動作（くりくり・

ワイパー・持ち上げ）における鉗子把持の位置、正しいカウンターの方向を認識して針先と鉗子との

連動を体得していく。④男児の精巣牽引が重要なカウンタートラクションの役割を果たすことを理解

する。⑤スコピストは臍位置の安定化と術者鉗子との干渉の回避法を理解して実践する。等である。

「小児 LPEC手術の実際̶指導でこだわっているポイント」

福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

廣瀬龍一郎、岩中剛、石井生、岩﨑昭憲

ビデオシンポジウム１「小児 LPEC法の手技」　12：05～12：55 VS1-2
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【背景】小児鼠経ヘルニアに対する LPEC法は現在では従来法と並び標準術式となっている。LPEC

法を第一選択として行う施設も増加する中、施設間で細かい方法の差位がある。当科の術式を報

告し、そのメリットデメリットを検討する。

【術式】①ポート挿入：Umbilical center insertion method にてカメラポート留置、右側腹部に

3mm鉗子留置。②運針：精巣血管、精管に対し、針は垂直に近い形で運針する。精管が腹膜か

ら剥離しにくい際は精管上に LPEC針の背を置き、腹膜を牽引して精管の剥離を行う。腹腔内へ

の針の穿刺は crossover せず、同一の孔から行う。③結紮糸：3-0 非吸収糸を LPEC針で二重

に把持して運針・結紮を行っている。年齢が高い症例においては、腹膜の緊張が強く、結紮糸が

緩みやすい症例を認め、2-0 非吸収糸で、伸縮性のない糸を使用し、必ず結紮が緩んでいないか

を確認している。

【考察】①結紮糸：single vs double ②腹膜穿刺時の部位：crossover 必要 vs 不要③精管の剥離：

生理食塩水注入による膨潤法　vs　LPEC針による剥離

【結語】LPEC法後のヘルニア再発を限りなく減らし、またストレスなく精管を腹膜から剥離して運

針する工夫を行っている。

当科における小児 LPEC法

川崎医科大学　小児外科

久山寿子、植村貞繁、吉田篤史

ビデオシンポジウム１「小児 LPEC法の手技」　12：05～12：55 VS1-3
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ＬＰＥＣは腹腔鏡視野のもと体外から針を刺し、腹膜前腔の層でヘルニア嚢を結紮する方法である。

小児においては標準術式として広く使用されている。一方この術式は通常の腹腔鏡と異なり、針が視

野の奥から手前に向かうため針の操作がミラーイメージとなり腹腔鏡上級者でも初めての際には戸惑

うことがある。さらに針が通過する部位には外腸骨動静脈、精巣動静脈、精管などが存在し、運針の

安定性と正確さが求められる。

ＬＰＥＣ法の成功の秘訣は、１）体外からの針と腹腔側からの鉗子の協調運動、２）運針の正確さ

と安定性、３）針の進む方向の腹膜をカウンタートラクションでコントロールし直線化することに尽

きると考えている。そこで当科では初心者に対して、ＬＰＥＣ法の運針に特化した練習器を開発し術

前トレーニングに利用している。今回は当科で行っているＬＰＥＣ法の手技の要点について報告する。

当科における腹腔鏡下腹膜外鞘状突起結紮術（LPEC法）のコツ

順天堂大学練馬病院　小児外科　総合外科＊

浦尾正彦、田中奈々、池上満智彰、須郷広之＊

ビデオシンポジウム１「小児 LPEC法の手技」　12：05～12：55 VS1-4
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出生修正50週以降の外鼠径ヘルニアと１歳以降の交通性精系水腫を LPECの適応症としている。

鼠径ヘルニア1400症例、精系水腫400例を経験した。再発は３例に判明しており、３例とも低

出生体重児で１例は内鼠径ヘルニアとして再出した。対側発生は初回手術時に対側の異常所見なしと

した2例と対側の開存放置例20例中3例に出現した。これまでの経験から LPECで合併症、再発

を起こさないための手技のポイントを考察した。

＃１. 細径スコープ・鉗子の使用と細径ポートの使用

→腹壁破壊の軽減と手術時間の短縮

＃２. LPEC針の腹壁刺入部と抜去部の一致

→ヘルニア門縫縮時の脂肪層、筋層、その他組織の巻き込み防止（術後の縫合糸の緩み・ 痛

の防止）

＃３. 腹膜前腔通過時の LPEC針のワイパー様の動き

→腹膜前筋膜浅葉と深葉の間を広く剥離して巾着縫合時の精巣血管・精管の屈曲を予防

＃４. 巾着縫合に非吸収性編み糸を2本同時使用

　　→ヘルニア門結紮閉鎖時の縫合糸の緩みを防止

＃５. needle サインと complete ring サインの確認

→ヘルニア門巾着縫合時の精管・精巣血管巻き込み予防と縫合スキップの防止

上記5つの肝要ポイントを解説する。

LPEC手技の肝要ポイント

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、佐藤正人 1、遠藤耕介 1、東尾篤史 1、堀池正樹 2、三藤賢志 2

ビデオシンポジウム１「小児 LPEC法の手技」　12：05～12：55 VS1-5
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【はじめに】AYA世代の鼠径ヘルニアに対する膨潤 LPECの有用性を検討した。

【対象】対象 : 5 例、全例女性、平均年齢 :29.2 歳 ( 範囲 : 16-38 歳 )。片側 4例、両側 1例。

JHS分類 I-1: 4 病変、I-2: 2 病変。

【手術手技】全身麻酔下に仰臥位、臍下縦切開 (Open method) で 12mmポート挿入、病変観察後、

右側腹部 (臍高位 ) に 3mm細径鉗子挿入、ヘルニア嚢の内側、外側の腹膜下にカテラン針22G

で経皮的に、膨潤麻酔液をそれぞれ2-4ml ずつ注入、LPEC Needle を用い、腹膜下にヘルニア

嚢周辺に非吸収糸を環状に通し、結紮、手術を終了。

【結果】手術時間は平均45分 ( 範囲 : 38-50分 )、単結紮3病変、二重結紮3病変、結紮糸は2-0

非吸収糸3病変、1-0 非吸収糸3病変、合併症 : 急性 痛2例 ( 原因 : 腹壁の軟部組織の集簇結

紮→速やかに改善）。Follow-up 期間は平均11.9 ヶ月（範囲 : 0.5-26 ヶ月）、再発 (-)、術後出

産 1例。

【まとめ】AYA世代の鼠径ヘルニアに膨潤 LPECは施行可能な手技である。

AYA世代女性の鼠径ヘルニアに対する膨潤 LPEC法

新潟県厚生連　糸魚川総合病院　外科 1) 

富山大学大学院　医学薬学研究部　消化器・腫瘍・総合外科 2)

田澤賢一 1)、明石尭久 1)、三輪武史 1)、河合俊輔 2)、
澤田成朗 2)、山岸文範 1)、藤井努 2)

ビデオシンポジウム２「成人 LPEC法の手技」　13：00～13：50 VS2-1
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【はじめに】成人に対する LPEC法は、その適応に関して十分なコンセンサスが得られているとはい

いがたく、また、術後 痛の問題も指摘されている。2015年 10月から2017年 10月までに、

当科で成人に対して行った LPEC法 5例の成績と手術動画を呈示する。

【症例】20 歳代女性の 2例は、左鼠径部膨隆を主訴に来院し、JHS 分類 I-1 と診断したため、

LPEC法を選択した。49歳女性、74歳女性、82歳男性は、TAPP法を行った際に反対側に発

見した、無症状の I-1 に対して LPEC法を行った。

【結果】再発は確認されていない。術後に鼠径部の 痛を訴えたのは74歳女性と82歳男性。この

2 症例は、TAPP法を行った側の鼠径部痛は訴えず、LPEC法を行った側のみ鼠径部痛を訴え

た。74歳女性は、翌日に fase scale3/5 の 痛を訴え、NSAIDs を４回内服したが、１週間

後の診察時には 痛は消失していた。82歳男性は、約2か月間、fase scale3/5 の 痛が続き、

NSAIDs の定時内服を必要とした。術中、血管損傷による出血を2例に認めた。比較的きれいに

できた動画、合併症をおこした動画ともに呈示する。

【結語】スムーズに LPEC法を行うためのコツ、スムーズにできれば術後 痛の問題は解決されるの

かなど、叱咤、ご指導、ディスカッションを望みます。

当科での成人 LPEC法手技と成績－ LPEC法は難しい―

JA広島総合病院外科

田崎達也、佐々木秀、香山茂平、杉山陽一、新宅谷隆太、平野利典、海氣勇気、
岡本暢之、向田敦史、柴田祥之、中光篤志

ビデオシンポジウム２「成人 LPEC法の手技」　13：00～13：50 VS2-2

― 26 ―



【緒言】近年、成人 I 型鼠径ヘルニアへの LPEC適応についての議論が活発になっている。しかし、I

型鼠径ヘルニアといっても、男性と女性、若年者から高齢者と条件は多岐にわたっており、これ

を一括で議論するのは適切ではないと当院では考えている。今回、男性症例と女性症例を区別し、

さらに年齢や解剖学的影響の妥当性について検討したので、これを報告する。

【方法】LPEC適応条件としては年齢や性別は問わず、I-1/I-2 型鼠径ヘルニア、もしくは対側PPV

とした。

【結果】2014年 12月～ 2019年 9月までに I-1/I-2 型鼠径ヘルニアへの LPEC症例を 16例、

対側PPVへの LPEC症例を18例経験した。術後経過は全てにおいて良好で、術後 痛などの

合併症も認めていない。

【考察】当院での LPECは一般的な「若年者の I-1 型」という適応条件から広げたものだが、侵襲は

非常に軽微で、QOL向上に大きく貢献している。LPEC症例全てにおいて単純な縫縮手技を導入

しているが、女性症例ではDe novo 型を経験し、子宮円靭帯が LPECに非常に有利に働いてい

ると推察している。I 型鼠径ヘルニアについては男性と女性を明確に区別した上で、LPECの適応

年齢や腹壁の脆弱性についての評価を検討すべきと考えている。

当院における成人症例への LPEC法の適応について

医療法人社団誠弘会 池袋病院

佐竹 亮介

ビデオシンポジウム２「成人 LPEC法の手技」　13：00～13：50 VS2-3
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【目的】鼠径ヘルニアの根治術は小児では単純高位結紮のみ、高齢者には壁補強を要するというのが

常識だが、成人でも単純高位結紮のみで根治する症例がある。成人での LPECが適応する条件を

検討した。

【対象と方法】術前診断が外鼠径ヘルニアで LPECを希望した16歳以上を対象とし、ヘルニア門径

20 mm以下を実施条件とした。16‐63歳の男性30人，16-44歳女性28人が対象となった。

【結果】55人にＬＰＥＣを実施した。術後観察期間は8ヶ月から12年で1例に再発を認めた。Ｊ

ＨＳ分類 I-1 が 40 例、Ｉ‐2が 14 例、再発症例は de novo 型であった。II 型 2 例と de 

novo 型 1例には TAPPを実施した。

【考察】成人でも I-1 は多く、I-2 との鑑別は曖昧だが径20mm以下で門周堤がはっきりする形状

ならば年齢、性別にかかわらず LPECで根治している。本法は異物留置不要で、鼠径管開放をし

ない低侵襲な術式である。女性での術後 痛が報告されるが、これはヘルニア嚢とともに陰部大

腿神経などの痛覚神経を結紮している可能性が高い。LPEC針が腹膜と腹膜前筋膜深葉の間を確

実に通過するように ”needle” sign と ”complete ring” sign (K.L. Chan, Surg Endosc,, 18: 

957, 2004) を意識する。

LPECの成人症例への適応条件

北野病院 小児外科１、泉大津市立病院 内視鏡外科・小児外科２、
大阪市立大学 小児外科３

諸冨嘉樹１ 、佐藤正人１、遠藤耕介１ 、東尾篤史１、野口浩平２、栄 由香里２、
堀池正樹３、北田智弘３

ビデオシンポジウム２「成人 LPEC法の手技」　13：00～13：50 VS2-4
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【はじめに】　若年成人男性に対する鼠径ヘルニア手術において、妊孕性を保つ工夫は非常に重要であ

る。そのために精管や精巣動静脈への影響が少ない LPECは有用であると考えられる。一方、通

常 LPECが腹圧の高い成人に対して十分な強度であるかは定かではない。我々は、若年成人ヘル

ニア症例に対して複数回糸を回すことで鼠径管を縫縮するMultiple LPECを行ったのでその手

術手技を供覧する。

【対象】2010年から2017年にMultiple LPECを 6例の若年成人男性に施行した。全症例が小

児期からの鼠径ヘルニアを自覚していた。手術時平均年齢は27歳。平均フォローアップ期間は

４年ほどだが再発、合併症は見られていない。

【結語】若年成人には精管への影響が少ない、異物の少ない術式が望まれ、Multiple LPECは有用で

あると考えられた。

若年成人男性の外鼠径ヘルニアに対するMultiple LPECの有用性

順天堂大学附属練馬病院　小児外科　総合外科＊

浦尾正彦、田中奈々、池上満智彰、渡野邉郁雄＊、町田理夫＊、須郷広之＊

ビデオシンポジウム２「成人 LPEC法の手技」　13：00～13：50 VS2-5
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日本 LPEC 研究会 会則
第 １条 名 称

本会は，⽇本 LPEC 研究会 (Japanese Study Group of LPEC) と称し、 LPEC 研究会が発展的
に改称したものである。
註：LPEC/ Laparoscopic Percutaneous Extraperitoneal Closure

第 ２条 ⽬ 的
本会は，⼩児および成⼈の⿏径ヘルニア治療で⼈⼯素材（メッシュ ・ プラグ）を使⽤しない LPEC 法の
さらなる低侵襲性 ・ 安全性 ・ 治療成績の向上を⽬指して知識と経験を共有し治療の進歩と普及，会
員相互の情報交換、 連絡と親睦を図ることを⽬的とする。

第 ３条 事 業
本会は 、 第２条の⽬的を達成するために次の事業⾏う。
1．原則として年１回以上の学術集会（研究発表会 ・ 講演会等）を開催する。
2．⼩児 ・ 成⼈ の⿏径ヘルニア治療 における LPEC 法の⼿術⼿技の向上 ・ 充実を図る。
3．LPEC 法に関する統計（アンケート調査など）、 資料の収集および提供を⾏う。
4．その他、 本会の発展に必要な事業を⾏う。

第 ４条 会 員
1．本会は会員および賛助会員により構成される。
2．会員は第２条の⽬的に賛同し、 所定の会費を納⼊する医師または医療関係者とする。
3．賛助会員は会員以外で本会の⽬的に賛同する法⼈、 団体あるいは個⼈とする。
4．会員 ・ 賛助会員は本会事務局へ⼊会の⼿続きをとり、 学術集会等の開催案内やその他の情報を

うけることができる。

第 ５条 役員および任期
1．本会に次の役員をおく。
　　　 代表世話⼈ １名
　　　 世話⼈ 若⼲名
　　　 会計 １名
　　　 監事 ２名
　　　 事務局⻑ １名
2．世話⼈会は、 役員をもって構成し ､ 会の運営を議し執⾏する。 役員および世話⼈の選出は世話⼈

会の了承を得て⾏われる。 任期は２年とし、 再任を妨げない。
3．代表世話⼈は ､ 世話⼈会で選出され本会を代表する。
　　 代表世話⼈は、 会務を総括し、 年１回以上の世話⼈会を開催する。 任期は２年とし、 再任を妨

げない。
4．世話⼈は、 会員の中から成⼈外科 ・ ⼩児外科領域より世話⼈会の議を経て選出され、 代表世話

⼈が委嘱する。
5．当番世話⼈は、 世話⼈の中から選出され研究会の開催、 運営をおこなう。
6．会計は、 世話⼈から選出され会の財務を担当する。
7．監事は、 世話⼈から選出され会の財務ならびに運営を監査し、 世話⼈会で報告 ・ 承認を得る。
8．事務局⻑は、 世話⼈から選出され事務局運営を担当する。
9．世話⼈会を理由なく４ 回連続で⽋席した場合は、 世話⼈辞退とする。
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第６ 条 会費
1. 会員の会費は研究会参加費 5,000 円をもってこれに当てる。
2. 賛助会員の年会費は⼀⼝ 50,000 円以上とする。

第７条 研究集会
１．毎年１ 回、 当番世話⼈が開催する。
　当分の間、 開催地は東京、 ⼤阪で交互に⾏う。

第８条 会 計
1. 本会の事業遂⾏に要する費⽤は、 会費、 寄付⾦その他をもってこれに当てる
2. 本会の会計年度は、 １ ⽉１ ⽇より 12 ⽉ 31 ⽇までとする。
3. 本会の収⽀決算は、 会計が年度ごとに⾏い監事の監査を受け世話⼈会で承認を得る。

第９条 顧問、名誉会員
世話⼈会の推挙により顧問、 名誉会員をおくことができる。
顧問は ､ 本会の運営活動に対し実質的な参加が困難な指導的⽴場にあるものを推挙する。
名誉会員は、 本会の維持、 発展に貢献のあった世話⼈を推挙する。

第10条 会則変更 等
会則の変更ならびに定められていない事項は、 世話⼈会で討議し決定する。

第11条 事 務 局
1. 本会の事務局は、 当分のあいだ公益財団法⼈ ⽥附興⾵会 医学研究所 北野病院 ・ ⼩児外科内

（〒 530-8480 ⼤阪市北区扇町２- ４-20  TEL： 06-6312-1221､FAX: 06-6312-8867）
に置く。

2. 事務局の変更は、 世話⼈の発議により世話⼈会の審議を経て決定する。

第12条 細 則
1. 本会の開催に当たり、 当番世話⼈は次の業務を賛助会員に協⼒を要請することができる。
　 ・ 研究会開催に必要な労務、・ プログラムの作成と会員への案内、
　 ・ 事務局代⾏業務、・ その他
2. 賛助会員は、 本会の開催に当たり広告 ・ 器械展⽰等を持って会の運営に協⼒するものとする。
3. 本会の開催時期は、 原則をして１ ⽉頃とする。

附則：
・ 本会則は、 令和１年 10 ⽉１ ⽇より実施する。
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日本 LPEC 研究会役員名簿
代表世話人 嵩原裕夫 ハートライフ病院・ヘルニアセンター長
顧問 稲葉 毅 東都文京病院・外科部長

川原田陽 KKR札幌医療センター斗南病院・外科部長
徳村弘実 東北労災病院・院長
中島 昭 日産玉川病院・理事長
成田匡大 国立病院機構京都医療センター・外科医長
早川哲史 刈谷豊田総合病院・副院長

世話人 家入里志 鹿児島大学医歯学総合研究科・教授
奥山宏臣 大阪大学大学院医学系研究科外科学講座

小児成育外科学・教授
亀山哲章 立川病院 消化器外科部長
小室広昭 上尾中央総合病院 小児外科科長
田崎達也 JA広島総合病院 消化管外科部長
田澤賢一 糸魚川総合病院 外科部長
角田元 市立甲府病院 外科部長
長江逸郎 東京医科大学消化器外科・小児外科講師
西原 実　 ハートライフ病院・副院長
長谷川和住 北仙台はせがわクリニック・院長
蛭川浩史 立川総合病院 消化器センター外科主任医長
廣瀬龍一郎 福岡大学医学部呼吸器外科・小児外科准教授
福澤宏明 兵庫県立こども病院・外科部長
藤井秀則 福井赤十字病院 ・外科部長
本多昌平 北海道大学病院・小児外科講師
水野 大 社団医療法人久仁会 内丸病院・外科部長
山口拓也 社会医療法人同仁会耳原総合病院・外科部長
山本海介 国立病院機構千葉医療センター外科医長
横山隆秀 信州上田医療センター・外科系診療部長
吉澤穣治 昭和大学江東豊洲病院小児外科科長

事務局長 諸富嘉樹 北野病院・小児外科部長
会計 久山寿子 川崎医科大学小児外科・講師
監事 浦尾正彦 順天堂大学付属練馬病院 小児外科教授

和田英俊 市立島田市民病院 院長

( 順不同・50 音順 )
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企業一覧

〈賛助会員〉

・八光
・エムシー　メディカル
・ニチオン
・クリニック　グリーンハウス

〈協賛企業〉

・沖縄メディコ
・プロシード
・八光
・クリニック　グリーンハウス

〈広告掲載企業〉

・アルフレッサ ファーマ
・メディコン
・八光
・クリニック　グリーンハウス
・エムシー　メディカル
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