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第13回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 

協賛趣意書 

 

謹啓 

 

このたび、第 13回日本短期滞在手術外科研究会（JSSSA）学術総会を当番世話人として大阪で

開催させて頂くことになりました。本研究会は 2004 年日帰り・短期滞在手術に対する社会的理

解がほとんどない時代にその啓蒙と経済的効果を研究し、社会貢献をすることを目的に発足され

ました。干支でいうと十二支が一巡し、新たな時代を迎えたことになり、その間に“JSSSA効果”

はめざましく、今や日帰り手術を知らない人はおりません。 

 

今回のテーマは「原点回帰 －新しい一歩へ向けてー」としました。 

日帰り手術は決して“簡単な手術だから早く帰れる”のではありません。通常なら長期間の入院

が必要な手術に対して、医師、看護師を始め多くのコメディカルの高度な技術、連携を駆使し、

はじめて成しうることを JSSSAは発信し、実証してきました。そして今後も安全で、誰もが安

心して受けられる日帰り手術を提供するためにはそれに関わるすべての医療人が初心に帰り、襟

を正し、さらに高度な技術、知識、心を磨いていく必要があると思います。  

 

本来、研究会の運営は参加費等で賄うべきですが、本研究会はまだ発展途上であり、確固たる

地盤を築くところまでは到達しておりません。是非とも関係各位のご支援を賜り、短期滞在外科

手術についての研究発表を通して、広く社会に寄与したいと考えております。何卒、ご高配を賜

りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

最後に、実り多き研究会になりますように多数のご参加をお待ちしております。 

             敬白 

 

平成 28年 12月 

 

                     第13回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 

                     当番世話人  渡瀬 誠 

                     代表世話人  執行 友成 

 



 

総 会 概 要 

１．名  称 第13回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 

２．主催および責任者名 日本短期滞在外科手術研究会（Japan Short Stay Surgery Association） 

代表世話人 執行  友成（東京ヘルニアセンター 執行クリニック院長） 

当番世話人 渡瀬 誠（学術総会会長 多根総合病院 副院長） 

３．会  期 平成29年 6月3日（土曜日）  

４．会  場 ハグミュージアム   大阪府大阪市西区千代崎3丁目南2番 59号  

TEL/06-6586-3789  大正駅(JR)から徒歩約5分 

http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/hugmuseum/index.html 

５．参加予定人数 約200名（短期滞在手術に関る、医師・看護師・コメディカル・事務職員等） 

６．運営組織 会会長：渡瀬 誠（学術総会会長 多根総合病院 副院長） 

副会長：冨永 ルミ子（学術総会副会長 多根総合病院 看護師長） 

常任幹事会： 執行 友成   JSSSA代表世話人 

       佐田 正之   JSSSA常任幹事 

       丹羽 英記   JSSSA常任幹事 

       江口 徹    JSSSA常任幹事 

宮崎 恭介   JSSSA常任幹事 

       野口 慶三   JSSSA事務局長 

世話人会：   ※別紙参照 

顧  問：  山川 達郎   帝京大学名誉客員教授 

７．収支予算案  

 収入の部 予算額（円）  支出の部 予算額（円） 

参加費 400,000  会場借上費 300,000 

情報交換会費 200,000  会場付帯設備・備品費 600,000 

企業展示出展料 600,000  情報交換会費 200,000 

広告掲載費 800,000  運営費（展示設営管理費含む） 200,000 

協賛金（寄付金） 100,000  事務局経費（宿泊交通費含む） 200,000 

助成金 200,000  印刷・制作関連費 800,000 

合  計 2,300,000  合  計 2,300,000 

 



募集要項一覧 

 ・企業展示  

     ＜出展料＞ 1小間 100,000円  

＜募集数＞ 6小間 

＜搬入・搬出＞ 

     搬入時間：6月3日(土) 10：00～   （予定） 

     搬出時間：6月3日(土) 18：00～  （予定） 

     搬入出口：（未定）   

  ＜小間割＞  

・1小間あたり(1800×900 )の机を１つご用意いたします。 

・敷布や御社ご所有の展示台を持ち込まれる場合は、１小間あたり横幅1800 ｍｍ以

内としてください。 

・各社様の小間割は別途お知らせ致します。（5月下旬予定） 

＜出展物の管理＞ 

・展示物および持込みの展示台・敷布は出展業者様の責任において管理をお願い致します。 

＜その他＞ 

・今回は展示会場の都合から、水を必要とする機器展示はご遠慮ください。 

・コンセントの数に限りがありますのでテーブルタップ等のご用意をお願い致します。 

 

 ・広告掲載  

＜広告媒体＞  第13回日本短期滞在外科手術研究会学術総会プログラム・抄録集  

＜発行部数＞ 50０部 

＜配布対象＞ 研究会会員および本研究会参加者・対象医療機関 

＜掲載料金＞（Ａ4サイズ：カラー） 

①裏表紙   150,000円（募集数１口） 

②表表紙内側 130,000円（募集数1口） 

③裏表紙内側 120,000円（募集数1口） 

（Ａ4サイズ：モノクロ） 

④中１頁   100,000円（募集数2口） 

⑤中半頁     150,000円（募集数4口） 

※①～③については各１部となりますので事前に事務局まで確認の上、お申込願います。 

 

＜広告原稿送付先＞ 

広告原稿（PDFファイル）を下記メールアドレスまで御送信下さい。 

広告原稿は、なるべくPDFデータにてお願いいたします。 

紙焼き・フィルム等の場合には、事務局までご連絡下さい。 

 メールアドレス  info@jsssa.org  

 



・協賛金（寄付金）  

＜募金の名称＞  第13回日本短期滞在外科手術研究会学術総会 

＜募金の目的＞  第13回日本短期滞在外科手術研究会学術総会の開催 

＜募金期間＞   平成28年6月2日（金）まで 

＜使途＞     第13回日本短期滞在外科手術研究会学術総会の運営費用の一部として 

＜募集金額＞   100,000円 

＜申込方法＞   同封の申込書にご記入の上、下記事務局までFAXにて送付願います。 

 

＜企業展示・広告・寄付金のご送金先＞：下記の口座にお振り込みください 

銀行名：みずほ銀行  支店名：江戸川橋支店   

口座番号：普通 1204213 

口座名：日本短期滞在外科手術研究会学術総会 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大阪市営地下鉄 長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎」駅 下車 ①番出口より徒歩3分 

・阪神なんば線「ドーム前」駅 下車 ②番出口より徒歩3分 

・JR環状線「大正」駅 下車 正面の信号を渡り右へ徒歩7分 

 

 

 



 

日本短期滞在外科手術研究会 会則 

Japan Short Stay Surgery Association 

JSSSA会則 

 

第 1 条 名称  

本研究会の名称を『日本短期滞在外科手術研究会』とする｡  

第 2 条 目的  

本会は各科領域における日帰り手術を医療技術･学問的研究･医療経済学･保健医療制度･患者様の経済効果等

を中心に研究し､社会貢献することを目的とする｡また､会員相互の連携と親睦並びに国際的交流を達成する

事を目的とする｡ 

第 3 条 事業 

1)原則として年1回以上の研究会を開催し､日帰り手術に関する発表および討議を行う｡ 

2)本会の目的を達成するために必要な事業を行う｡ 

第 4 条 会員 

本会の会員は本会の目的､事業に賛同し､当該年度の所定の会費を添えて本会事務局に申し込んだ正会員､賛

助会員を持って構成する｡ 

第 5 条 退会 

会員は次の事由により会員の資格を喪失する｡ 

1)脱会の届けをしたとき 

2)会費を2年以上滞納し､かつ催促勧告に応じないとき 

3)その他会則に違反したとき 

          退会する場合､既納の会費は返却しない｡ 

第 6 条 役員および任期 

1)本会には次の役員を置く｡ 

代表世話人  1名 

当番世話人  1名 

世話人    若干名 

会計監事    2名 

顧問        1名 

2)世話人の中から代表世話人 1名を選出する｡ 

代表世話人は本会を総括し､世話人会ならびに総会では議長となる｡ 

任期は2年とし､再任を妨げない｡ 

3)当番世話人は､世話人会で選任され､当該年度の研究会を主催する｡ 

4)顧問は本会の基本的な運営方針に意見を述べ､もしくは助言を行う｡ 

5)世話人は世話人会を構成し､本研究会をはじめとする本会の事業の運営方針を立案する｡ 

6)新たな世話人は世話人の推薦により世話人会で決定する｡ 

7)世話人の中から2名の会計監事を選出し､本研究会の会計及びその他の会務を監査し､世話人会に報告する｡

任期は2年とする｡ 



 

 

 

 

 

 

第 7 条 世話人会 

        1)世話人会は代表世話人の発議により､年 2回以上開催されるものとする｡ 

2)世話人会は本会の運営方針を決定する本会の最高意志議決機関とする｡ 

3)世話人会に関する上記以外の事項については細則で定める｡ 

第 8 条 事務局 

        本会の事務局は当分の間､医療法人社団涼友会 執行ｸﾘﾆｯｸに置く｡ 

        〒162-0803 東京都新宿区赤城下町 62番地 ｱﾈｯｸｽ 62-1F 

                         TEL03-3235-9939  FAX03-3235-9941 

第 9 条 会計  

1)本会の会計年度は毎年 7月1日から6月30日までとする｡ 

 2)本会の運用は､次の収入をもって充当する｡ 

･正会員の年会費 

･賛助会費 

･寄付金/その他 

3)本会の年会費は次の通りとする｡ 

･ 正会員   医師その他医療従事者  5,000円  

･ 賛助会員  1口         50,000円 

        4)本会の収支決算は事務局責任者が毎年､会計年度毎に作成し､世話人会で報告する｡ 

第10条 会則の変更  

本会の会則は､世話人会の過半数の議決を経て改正することができる｡  

第11条 会則の発効  

本会則は､第1回の研究会の開催をもって発効とする｡ 

 

細則 

第1条 本会の運営に必要な事項はこの細則に定める｡ 

第2条 細則の立案および修正は会則第 7条第1項により､世話人会が行う｡ 

第3条 会計事務取り扱いは研究会代表世話人が事務局に委任することが出来る｡ 

第4条 会則6条に定める役員は別記の通りとする｡ 

 

(平成24年11月30日 現在) 

 

 

 

 



 

 

 

日本短期滞在外科手術研究会 世話人会   (五十音順）    （平成27年6月13日現在、法人格略） 

代表世話人 執行  友成 東京ヘルニアセンター 執行クリニック 院長 

常任幹事 佐田  正之 佐田病院 院長 

常任幹事 丹羽  英記 多根総合病院 院長  

常任幹事 江口  徹 原三信病院 副院長 

常任幹事 宮崎  恭介 みやざき外科・ヘルニアクリニック 院長 

   

名誉会員 青木  達哉 前東京医科大学外科学第三講座主任教授 

名誉会員 冲永  功太 帝京大学 医学部外科名誉教授 

名誉顧問 山川  達郎 帝京大学名誉客員教授 

   

世  話  人 合庭 恵美子 佐田病院 DSセンター看護師 

  荒木  靖三 くるめ病院 院長 

 
伊藤  公一 伊藤病院 院長 

  今津  浩喜 いまず外科 院長 

 
宇藤  純一 熊本血管外科クリニック 院長 

  小田  斉 おだクリニック日帰り手術外科 院長 

  勝本  富士夫 勝本外科日帰り手術クリニック 院長 

 
勝本  由美子 勝本外科日帰り手術クリニック 事務長 

  栗栖  佳宏 マツダ病院 外科主任部長 

 
川崎  篤史 神楽坂D.S.マイクリニック 院長 

  篠崎  伸明 湘南藤沢徳洲会病院 院長 

  高島  格 新宿外科クリニック 院長 

  多田  誠一 長崎血管外科クリニック 院長 

  津村  裕昭 広島市立舟入病院 外科部長 

  寺田  俊明 寺田病院 院長／大腸肛門病センター長 

  冨永  ルミ子 多根総合病院 看護師長 

  永田  傳 塩野義製薬（株） 医科学統括 医師  

 
仲地  厚 豊見城中央病院 副院長 

 
長谷川  和住 東北大学病院 移植・再建・内視鏡外科 

  蜂須賀  丈博 市立四日市病院 手術部長 

  服部  浩次 東大和病院 外科 

  広川  雅之 お茶の水血管外科クリニック 院長 

 
藤田  定則 楽クリニック 院長 

  堀  孝吏 寺田病院 外科部長 

 
宮崎 さとみ 原三信病院 看護副部長 

  横江  幸子 東京ヘルニアセンター 執行クリニック 看護部長 

  渡瀬  誠 多根総合病院 副院長／日帰り手術センター長 

  渡部  和巨 湘南鎌倉総合病院 副院長 

事務局長 野口  慶三 東京ヘルニアセンター 執行クリニック 経営企画部長 



 第13回日本短期滞在外科手術研究会学術総会 

寄付 申込用紙 

（ＦＡＸ ０３－３２60－９９2１） 

 

 締切日：２０17年 6月 2日 必着  

 

申込日  年  月  日  

 

下記の通り、第13回日本短期滞在外科手術研究会学術総会に寄付を 

申込致します。 

 

● 会社名                            

 

● 所在地 〒                         

 

TEL（   ）   －    FAX（   ）   －      

 

メールアドレス           @                 

 

 

● 担当者名                            

 

● 寄付額 

          万円 

 

 

●寄付振込予定日：     年   月   日頃  

 

事務局使用欄 

受 付  確 認   

 

 

 

    



第13回日本短期滞在外科手術研究会学術総会 

プログラム・抄録集広告 申込用紙 

（ＦＡＸ ０３－３２60－９９2１） 

 

 締切日：２０17年 5月 1日 必着  

 

申込日  年  月  日  

 

下記の通り、第13回日本短期滞在外科手術研究会にプログラム・抄録集広告を申込致します。 

連絡先（請求書送付先） 

 

● 会社名                            

 

● 所在地 〒                         

 

TEL（   ）   －    FAX（   ）   －      

 

メールアドレス           @                 

 

 

● 担当者名                           

● 掲載頁 Ａ４サイズ（掲載を希望する頁に○） 

    

 ①裏表紙 150,000円 ②表表紙内側 130,000円 ③裏表紙内側 120,000円  

 

 ④中１頁 100,000円  ⑤中半頁   50,000円 
 

※①～③（A4カラー）については各１部のみとなりますので事前に事務局まで確認の上、お申込願

います。 

 

事務局使用欄 

受 付 版 下 確 認   

 

 

 

    



第13回日本短期外科手術研究会学術総会 商業展示申込書 

 

宛先：日本短期滞在外科手術研究会 事務局（執行クリニック内） 

担当：野口行き 

FAX：03－3260－9921 

 締切日：２０17年 5月 1日 必着  

学術総会の商業展示に    小間 申し込み致します。 

連絡先（請求書送付先） 

 

● 会社名                            

 

● 所在地 〒                         

 

TEL（   ）   －    FAX（   ）   －      

 

メールアドレス           @                 

 

 

● 担当者名                           

 

 

● 搬入方法・業者                                              

 

 1小間 100,000円 

 

【事務局】〒162-0803東京都新宿区赤城下町６２－１F執行クリニック 内 

日本短期滞在外科手術研究会 事務局  担当：野口 

℡：03－3235－9939  

E-mail:info@jsssa.org 

事務局使用欄 

受 付  確 認  小 間 

 

 

 

    

 


