
第４回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 プログラム 

【世話人会】9：00～9：30 

【開会の辞】10：00～10：05       第 4 回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会会長   丹羽英記 

（医療法人きっこう会 多根総合病院 副院長） 

【一般演題Ⅰ】10：05～10：55 

【1．手技の工夫】  
座長：おだクリニック日帰り手術外科院長 小田 斉 

【1-1】結び目が目立たない真皮水平マットレス連続縫合 
 医療法人社団 みやざき外科・ヘルニアクリニック 
 ○宮崎恭介 

 
【1-2】抗血栓療法中・肝硬変・末期腎不全透析中の症例の局所麻酔下鼠径ヘルニア手術 
 三井記念病院 外科 
 ○田中里奈   堀 孝吏 若杉正樹 南村圭亮 梅村彰尚 菊一雅弘 平田 泰 坂本昌義 

 
【1-3】腹壁瘢痕ヘルニア・臍ヘルニアに対する日帰り手術症例の検討 
 医療法人 勝本外科日帰り手術クリニック 
 ○勝本富士夫  池尻めぐみ・下林幸子・山本祥子 
 
【1-4】急性虫垂炎に対する日帰り手術の試み 
 名古屋共立病院 外科 
 ○寺下幸夫  服部浩次、森亮太、斉藤慎一郎、内藤明広、岩田宏 
 
【1-5】当法人における痔核療法の治療成績と問題点（入院手術と日帰り手術を比較して） 
 医療法人俊和会 寺田病院 大腸肛門病センター(1)、俊和会 アイビー大腸肛門クリニック(2) 
 社会福祉法人 三井記念病院 外科(3) 
 ○寺田 俊明(1) 
 平尾美紀子(1) 葛岡健太郎(1) 田中秀季(1) 澤井廣量(1) 山田麻子(2) 堀 孝吏(3) 
 

【一般演題Ⅱ】10：55～11：45 

【2．短期滞在への取組と工夫】 
         座長：原三信病院 副院長 江口 徹 

【2-1】腹腔鏡下胆嚢摘出術を日帰り手術で行うための工夫  
 名古屋共立病院外科 
 ○森 亮太  服部浩次、内藤明広、寺下幸夫、斉藤慎一郎  



【2-2】満足度調査からみた日帰り下肢静脈瘤手術のメリット 
 マツダ株式会社マツダ病院外科 
 ○藤解邦生、栗栖佳宏、赤木真治、加納幹浩、渡谷祐介、田中智子 
 
【2-3】下肢静脈瘤に対する波長 1470nm レーザーによる日帰り血管内レーザー治療 
 お茶の水血管外科クリニック 
 ○栗原伸久  広川雅之 
 
【2-4】鼠径ヘルニア手術の短期滞在手術導入への当院における問題点 

神戸掖済会病院外科 
 ○篠崎幸司  工藤健司、谷口博一、石井孝明、久保田勝、川崎靖仁、大鶴実、安田青児 
 
【2-5】消化器外科手術の在院日数短縮の工夫 
 名古屋共立病院 外科 
 ○服部浩次  寺下幸夫、森亮太、斎藤慎一郎 
 

【ランチョンセミナー】  12：00～13：00 
  

「三方一両得の実現へ向けて」 
           演者：佐田正之（佐田厚生会 佐田病院 理事長） 

        司会：藤田定則（楽クリニック院長） 
(共催：株式会社メディコン)  

【一般演題Ⅲ】13：05～13：45 

【3．麻酔、その他】   
         座長：広島市立舟入病院 外科部長 津村裕昭 

【3-1】日帰り手術後帰宅後フォローと周術期ケア改善 
 京都大学医学部附属病院デイ・サージャリー診療部 1、同麻酔科 2 
 ○白神豪太郎 1,2 
 岩崎良恵 1、今井理香 1、福田和彦 2 
 
【3-2】当院における短期滞在手術の麻酔方法について 
 〜鼠径ヘルニア修復術と腹腔鏡下胆囊摘出術の麻酔法 
 特定医療法人きっこう会 多根総合病院 
 ○棚橋 識生 
 
【3-3】当院における短期手術成功のための努力 
 市立四日市病院 
 ○村井 俊文 蜂須賀 丈博 



【3-4】消化管内視鏡検査における鎮静剤使用患者の内視鏡看護 
 医療法人社団俊和会寺田病院 胃・大腸・肛門病センター 
 ○髙内 修    寺田俊明 
 

【一般演題Ⅳ】13：45～14：25 

【4．コーディネーター：業務改善・患者サービス】   
座長：マツダ病院 外科主任部長 栗栖佳宏 

【4-1】日帰り手術を支えてきた手術室のこれまでの工夫と今後の課題 
 原三信病院  手術部 1)，外科 2) 
 ○川口尚子 1) 木佐貫のぞみ 1)、辻村朋子 1)、松本定奈江 1)、江口 徹 2) 
 
【4-2】箕面市立病院における日帰り手術センターの実際 
 箕面市立病院 
 ○杉本糸美 上辻薫、川崎和子、信宮みか、林弥生、星川実香、西泰雄、黒川英司 
 
【4-3】日帰り手術センターの問題点 ～スタッフ意識調査から見えてきたこと～ 
 医療法人社団 涼友会 看護部 
 ○足立真由実 横江幸子、大澤紀子、豊嶋友美、石井里佳、寺田香織、折笠浩二、矢口麗子 
 
【4-4】日帰り手術における看護師が担う役割についての検討 
 ―自閉症患者の日帰り手術事例よりー 
 京都大学医学部附属病院 ﾃﾞｲ―・サージャリー診療部 
 ○岩崎良恵 今井理香、白神豪太郎 
 

【パネルディスカッション】14：40～15：40 

要望演題【コーディネーター：役割・教育】 
座長：医）涼友会 神楽坂 D.S.マイクリニック院長 松橋 亘 

          コメンテーター：多根総合病院日帰り手術センター看護師 冨永ルミ子 
【P-1】短期滞在手術コーディネーターに求められる役割とその専門性 
      －短期滞在手術を執刀する医師の立場から－ 
       医社）涼友会 神楽坂 D.S.マイクリニック(1)、執行クリニック(2)、同看護部(3)、同医療情報部(4)  
    ○松橋 亘(1) 
     執行友成(2)、東 博敏(1)、永田 傳(1)、横江幸子(3)、大澤紀子(3)、豊嶋友美(3)、野口慶三(4) 
 
【P-2】短期滞在手術ケアコーディネーターに求められる役割とその専門性 
    マツダ株式会社 マツダ病院 日帰り手術センター 
    ○津田友美  栗栖佳宏 
 



【P-3】「アンケート調査よりわかる患者のニーズ」 
 佐田厚生会佐田病院 看護部 日帰り手術センター 
 ○合庭恵美子  久保久美子、石井恵美子 
 
【P-4】日帰り手術専門クリニックにおける新人スタッフ教育の取り組み 
 楽クリニック 
 ○長井美里  藤田定則、岸本真規、岩橋亜弥、石田優子、小池智子、古田るみ 
 
【P-5】スタッフ教育のためのマニュアルの工夫 
 医療法人社団 涼友会 看護部 
 ○豊嶋友美 執行友成、横江幸子、大澤紀子、足立真由実、石井里佳、寺田香織、折笠浩二、矢口麗子 
 
【P-6】手術室看護師からＤＳコーディネーターとなり改めて気づいたコーディネーターの重要性 
 多根総合病院 
 ○藤田華代子 冨永ルミ子、廣田美香、光藤久乃、棚橋識生、丹羽英記 
 
【P-7】コーディネーターに求められるもの《コーディネーターの認定又は資格取得に向けての一考》 

医療法人社団 涼友会 執行クリニック 神楽坂 D.S.マイクリニック 
 ○横江幸子 
 

【一般演題Ⅴ】15：40～16：40 

【5．施設運営】         
 座長：日本短期滞在外科手術研究会 代表世話人 執行友成 

【5-1】「クレド」を掲げた日帰り手術センターとしての医療サービス 
 医療法人社団涼友会  神楽坂 D.S.マイクリニック 
 ○東 博敏  執行友成  松橋 亘  永田 傳  野口慶三 
 
【5-2】鼠径ヘルニア日帰り手術から腹腔鏡下胆嚢摘出術への展開について 
 マツダ株式会社マツダ病院 外科１）、日帰り手術センター２） 
 ○栗栖佳宏１）２）、 
 赤木真治１）、加納幹浩１）、渡谷祐介１）、田中智子１）、藤解邦生１）、津田友美２）、松木知子２） 
 
【5-3】痔疾患の日帰り手術を楽に安全に受けて頂くための当院におけるこだわり 
 楽クリニック 
 ○藤田 定則 
 
【5-4】当院の日帰り・短期滞在手術の変遷と取り組み 
 名古屋共立病院 外科 
 ○服部浩次  寺下幸夫  森亮太  斎藤慎一郎 



【5-5】当院における鼠径ヘルニア日帰り手術の取り組み 
 名古屋共立病院 外科 
 ○齋藤 慎一郎  服部浩次  内藤明広  寺下幸夫  森亮太 
 
【5-6】当院における日帰り手術の実際 
 いまず外科 
 ○増井利彦 今津浩喜  竹村太介  宝尺いと子  岡本明子  今津由美 
 
【5-7】一般急性期病院における日帰り鼠径ヘルニア手術のための工夫 

ＮＴＴ東日本 関東病院 外科 
○伊藤 契 坪本貴司 宮本 洋 小西敏郎 

 

【世話人会報告】16：40～16：50 
日本短期滞在外科手術研究会 代表世話人 執行友成 

 

【特 別  講 演】17：00～18：00 

 

「医療経済の現状と今後の展望（手術を中心とした）」 

 
演者：中谷 祐貴子（厚生労働省 医政局経済課 課長補佐） 

司会：丹羽英記（多根総合病院 副院長 兼 日帰り手術センター長） 
 

【閉会の辞】18：00～18：05 

第 4 回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 副会長 藤田定則 
（楽クリニック院長） 

                   第 5 回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会  会長 渡部和巨

          （湘南鎌倉病院外科部長） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【企業展示出展業者】  飛鳥メディカル株式会社 

ジャパンゴアテックス株式会社 

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社  

セント・ジュード・メディカル株式会社 

日本ビー・エックス・アイ株式会社 

株式会社メディカルリーダース 

株式会社メディコン 

株式会社リムフィックス 


