
交通機関のご案内



 

  

 

JR 広島駅から 

●路線バス 所要時間:約 20 分 

南口バスのりば A-3 より、広島バス 

・24 号線吉島営業所行 又は 

・吉島病院行「平和記念公園」下車すぐ 

●市内電車 所要時間:約 25 分 

・広島港①行「袋町」下車、徒歩 10 分 

・西広島② 江波⑥ 宮島行「原爆ドーム前」下車、 徒歩 10 分 

●タクシー  所要時間:約 15 分 

 

広島空港から 

●リムジンバス 所要時間:約 70 分 

・空港ターミナルビル到着フロア 1 番、広島バスセンター行終点下車、徒歩 10 分 

●タクシー  所要時間:約 50 分 

 



 

地下 2 階平面図 

全ての催しものは地下 2 階で行ないます。 

※入場は１階又は地下 1 階からお入りいただき 

エスカレータで地下 2 階へお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

第 1 会場 

展示会場 

第 2 会場 

 



 

  メイン会場 ヒマワリ                       

 

 

   展示会場 ダリア①       第 2 会場 ダリア②      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●開会の会長挨拶（9:30～9:40） 

●コーディネーター①②（9:40～11:30） 

●特別講演（12:10～12:40） 

●日帰りへの挑戦（13:00～13:30） 

●新しい術式の導入と結果（13:30～14:20） 

●一般演題（14:30～15:10） 

●日帰り手術の運営（15:10～15:50） 

●DS 特化クリニックの手術のコツとポイント（16:00～16:52） 

 

第 1 会場 

 

 

●日帰りか短期滞在か①② 

（10:10～11:30） 

 

●DS コーディネーター講習会 

（13:00～16:00） 

 

第 2 会場 

 

 

 

●ポスター展示（9:30～16:30） 

●機器展示（9:30～16:00） 

●ドリンクコーナー（9:30～16:00） 

●懇親会（17:00～18:30） 

 

展示会場 



 

演者の方へのお願い 

 

１．発表は全て PC にてお願いいたします。 

２．PC 発表上の注意点 

【Windows で動画を使用しない場合】 

・会場では、Windows XP、Vista PowerPoint2003、2007 の PC をご用意いたします。 

 他のソフトで作成された場合や、バージョンの異なる PowerPoint で作成された場合は、 

 保存形式を変更するなど互換性にご注意願います。 

・フォントは標準装備されているものをご使用下さい。 

 MS 明朝、MS ゴシック、MS-P 明朝、MS-P ゴシックなど 

・保存メディアは、CD-R／DVD-R／USB メモリなど一般的なものはご使用できます。 

 CD-R や DVD-R に書き込む場合は、必ずファイナライズ処理をして下さい。 

【Macintosh、Windows で動画がある場合】 

・Macintosh はご用意していません。ご自分の PC をご持参下さい。 

・Windows で動画をご使用になる場合は、コーデックの違いを吸収しきれないことがあり 

 ます。ご自分の PC をご持参下さい。 

・プロジェクターへの出力には、D-Sub15 ピンのメスコネクタが必要となります。ご持参さ 

 れる PC にコネクタがあるかご確認下さい。場合によっては、変換コネクタをご用意下さい。 

・スクリーンセーバーや省電力の設定はお切り下さい。 

・アンチウイルスなどでスケジュール設定されている場合もお切り下さい。 

・発表用データは念のため、CD-R や USB メモリなどのメディアに保存してお持ち下さい。 

 

３．発表時間は必ず厳守してください。発表時間を過ぎますとブザーが鳴ります。討論の方法は各

セッションの座長の指示に従ってください。 

演題  発表時間６分  討論時間４分（各演題につき） 
※DS 特化クリニックにおける手術のコツとポイント 発表時間 10 分とする 

 

４．演者の方は発表の一時間前までに受付にお越し下さい。動作状況をオペレーターと共に確認し

ていただきます。 

 

５．①ポスターの貼付、撤去について 

9:00 ～ 9:30 に所定の場所にお貼り下さい。ピンは会場にご準備しております。 

ポスターの撤去は16:30 ～ 18:30 の間にご自身でお願いいたします。 

尚、時間内に撤去なきものは破棄させて頂きます 

②ポスターサイズについて 

ポスターは、幅180cm、高さ180cm です。 

演題名・氏名・所属は各自でご用意ください。 

画鋲は用意いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者へのお願い 

参加受付 

１．広島国際会議場 地下 2 階ホワイエにて行います。 

２．参加申込書にご記入の上、参加費をお支払いください。 

医 師       5,000 円 

看護師     2,000 円 

  コメディカル 2,000 円 

  学生・研修医 2,000 円 

３．受付は午前 8:45 分より地下 2 階にて開始いたします。 

４．施設内は禁煙です。喫煙は施設外の喫煙コーナーをご利用願います。 

５．DS コーディネーター講習参加者は、11:00 より第 2 会場前で受付いたします。 

受付にて講習費 3,000 円をお支払い頂き、資料をお受け取りください。 

講習終了後に、修了証をお渡しいたします。 

 

プログラム・抄録集の販売 
1 部：1,000 円 

 

昼食 
  11:30 よりサンシャインガーデン前ホワイエにて、弁当を配布いたします。 

 

会員総会 
  第 1 会場 11:40～ 世話人会議決事項・事業収支等、代表世話人より報告いたします。 

180cm

180cm

貼付スペース

演題タイトル・所属・氏名は必ず貼付頂き、それ以外

は、ご自由にお使いください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世話人会】 

   日 時：5 月 29 日（土）8:15～ 

   会 場：『第２会場 ダリア②』 

【懇親会】 

   日 時：5 月 29 日（土）17:00～ 

   会 場：『展示会場 ダリア①』 

主催：日本短期滞在外科手術研究会 

【企業展示】 

   日 時：5 月 29 日（土）9:30～ 

   会 場:『展示会場 ダリア①』 

〈出展業者〉 

飛鳥メディカル株式会社 

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 

株式会社メディカルリーダース 

株式会社メディコン 

ユフ精器株式会社 

株式会社リムフィックス 

 

 

※ドリンクコーナーを設置しております。 

          

【DS コーディネーター講習会】 

   日 時：5 月 29 日（土）１３:００～１６:００ 

    会 場：『第２会場 ダリア②』 

講師：松橋 亖   冨永ルミ子  横江幸子   

合庭恵美子  宮崎さとみ  津田友美 

 



 

 

 

特別講演  第１会場 ヒマワリ                
 

12:10～12:50  

 

『医学ジャーナリストが見る日帰り・短期滞在外科手術』 

    

司会：執行 友成（日本短期滞在外科手術研究会代表世話人） 

 

 

松井
ま つ い

 宏夫
ひ ろ お

氏 プロフィール 

1951 年、富山県生まれ。 

1974 年、中央大学商学部会計学科卒業。日本ドキュメント・フィル

ム助監督、週刊サンケイ記者を経てフリージャーナリストに。1991

年、『名医名鑑』を日本工業新聞社から発売。名医本のパイオニアで

あるとともに、最先端医療など医療全般を分かりやすく解説すること

を実践している。 

1998 年から 6 年間、青山学院女子短大で年 2 回『新しい医療』を

講義。2004 年から 1 年間、早稲田大学招聘講師、2009 年から 1 年間、中央大学客員講

師。これまでの代表的なテレビの監修及び出演番組は『ブロードキャスター』（ＴＢＳ）の

健康コーナー、『おはようグッディ』（ＴＢＳ）の『快体新書』、『ドクターズ・アイ 医者が

勧める専門医』（ＢＳ－ＴＢＳ）、『最終警告！たけしの本当は怖い家庭の医学』（朝日放送）、

『みのもんたの医者ｽﾞﾊﾞｯ！』（ＴＢＳ）、『医龍』（フジテレビ）など数多い。 

現在は『教えて・からだのミカタ』（BS‐TBS）の監修、『みんなの家庭の医学』(朝日放送)、

『これが世界のスーパードクター』（TBS）の監修・協力、『笑顔でおは天!!』のコーナー『松

井宏夫の健康百科』(文化放送)に毎日出演、九州朝日放送『中村もときの通勤ラジオ』に毎

週木曜日に電話出演、『日刊スポーツ新聞』『プレジデント』誌などに連載。テレビ、ラジオ、

新聞、週刊誌、講演など幅広く活躍し、日本医学ジャーナリスト協会副理事長を務めている。

主な著書は『この病気にこの名医ＰＡＲＴ１・２・３』『痛くない！苦しくない！最新病気

別検査と手術』（主婦と生活社）、『肺がんで死なない本』（グラフ社）、『あなたのためのがん

用語辞典』（共著、文春新書）など著書は３９冊を超える。 

 

                         2010 年５月６日現在 

 

 



第１会場 第２会場

ヒマワリ ダリア②

9:00 開 　　  場

9:30 開会の挨拶　会長　栗栖佳宏

9:40 コーディネーター①　　　　　

　座長：冨永ルミ子

10:10 　コメンテーター：渡部和巨 日帰りか短期滞在か①　

　座長：蜂須賀丈卙

10:30 休　　憩（10分）

10:40 コーディネーター②　　　　　

10:50 　座長：横江幸子 日帰りか短期滞在か②　

　コメンテーター：江口　徹 　座長：堀　孝吏

11:30 休憩、弁当配布

11:40 会員総会　代表世話人　執行友成

11:50 昼 　　  食

12:10 　『医学ジャーナリストが見る

日帰り・短期滞在外科手術』

　　　　　　　　　　　演者：松井宏夫氏

　　　　　　　　　　　司会：執行友成

12:50 休　　憩（10分）

13:00 日帰りへの挑戦　　　　　　　

　座長：津村裕昭 コーディネーター講習会

13:30 新しい術式の導入と結果　 １）総論（DSコーディネーターの歴史と役割）

　座長：丹羽英記　　 ２）日帰り手術総論（入院から退院後のケア）

３）日帰り手術総論（面談のポイント）

４）主な疾患別

14:20 休　　憩（10分） 　・腹腔鏡下胆嚢摘出術

14:30 一般演題　 　・痔核手術

　座長：刀山五郎 　・ソケイヘルニア手術

　・下肢静脈瘤抜去切除術

　・胸腔鏡下交感神経切除術

15:10 日帰り手術の運営　　　　　 ５）短期滞在手術の医療保険制度での位置づけ

　座長：今津浩喜 ６）日帰り手術チームのコミュニケーションスキル

７）総論（病院でのDSコーディネーターの意義）

８）質疑応答　

15:50 休　　憩（10分）

16:00 DS特化クリニックの手術のコツ

　座長：宮崎恭介

　コメンテーター：佐田正之

16:52 閉会の挨拶  副会長　津村裕昭

次期会長挨拶　今津浩喜

17:00 閉　　　会

19:00

展示会場

ダリア①

懇　親　会
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プログラム 

 

第 1 会場 ヒマワリ                     
9:40～10:30  コーディネーター① 

座長：冨永ルミ子（多根総合病院 看護師長）   

コメンテーター：渡部和巨（湘南鎌倉病院 副院長） 

 

１．早期帰宅にむけた当院の取り組み 
いまず外科 

○竹村太介  今津浩喜  小川留美  宝尺いと子  宇塚明生 

 

２．「コーディネート及び退院指導の統一を目指して」 ～下肢静脈瘤手術編～ 
岸和田徳洲会病院 日帰り手術センター 

○中谷恭子  北山茂子  白井菊乃  坂本一喜 

 

３．手術室と DS コーディネーターとの関わりと今後の課題 
医療法人佐田厚生会 佐田病院 日帰り手術センター 

○合庭恵美子  小林弘江  平山裕美  綿貫英幸  坂口由香 

 

４．ソケイヘルニア日帰り手術と麻酔の重要性 

医療法人社団 涼友会 神楽坂 D.Ｓ.マイクリニック 

○折笠浩二 横江幸子 大澤紀子 足立真由実 石井里佳 寺田香織 大森由美子 矢口麗子 

野口慶三 執行友成 

 

５．マツダ病院における日帰り手術センターの応援体制と今後の運用 
マツダ株式会社マツダ病院 日帰り手術センター 

○藤本藤江 津田友美 吉村ひとみ 栗栖佳宏 

  

 

10:40～11:30  コーディネーター② 
座長：横江幸子（執行クリニック 統括看護師長）   

コメンテーター：江口 徹（原三信病院 副院長） 
 

１．短期入院鼠径ヘルニア手術における看護師の役割 
俊和会 寺田病院 

○佐々木聡子 長沼美奈子 持木典子 川船さやか 中田薫 片桐淳子 大場幸江  清水宣子  

葛岡健太郎 堀孝吏 寺田俊明 

 

２．コーディネーターによる周術期管理 ～コーディネーターの育成と発展～ 
医療法人社団 涼友会 神楽坂ＤＳマイクリニック 

○足立真由実 横江幸子 大澤紀子 石井里佳 寺田香織 大森由美子 折笠浩二 矢口麗子 

野口慶三 執行友成 

 

３．医療への丌信感を抱いている再発ソケイヘルニア患者への看護 
～ＤＳコーディネーターとしてのインフォームドコンセント～ 

社会医療法人 きつこう会 多根総合病院 日帰り手術センター 

○海岡 茜  藤田華代子  廣田美香  品川智恵子  冨永ルミ子  渡瀬 誠  丹羽英記 

 

４．アルツハイマー型認知症の患者を受け入れて 
～高齢化社会における日帰り手術の必要性と今後の課題～ 

原三信病院 日帰り手術センター 

○森田真智代  吉岡恵美  原かおり  宮崎さとみ  江口徹 

 

５．日帰り手術センターにおけるクリニカルパスの運用 ～看護師の役割～ 
済生会川口総合病院 日帰り手術センター 

○新保知枝  増田 薫  横田富美子 

 



第 2 会場 ダリア ２                     
10:10～10:50  日帰りか短期滞在か ① 

座長：蜂須賀丈卙（市立四日市病院 手術部長）   

 

１．当科における成人鼠径ヘルニア治療の現状 
黒部市民病院 外科 

○森和弘 蕪木友則 石井要 岩田啓子 経田淳 竹山茂 

 

２．当院における鼠径ヘルニア手術の位置づけ―短期入院か日帰りか― 
俊和会寺田病院 外科  *俊和会アイビー大腸肛門クリニック 

○葛岡健太郎 堀孝吏 山田麻子* 寺田俊明 

 

３．当院における鼠径ヘルニア日帰り手術成功要因の検討 
広島市立舟入病院 外科・小児外科 

○津村裕昭 市川徹 山岡裕明 日野裕史 金廣哲也 田崎達也 

 

４．甲状腺手術における片葉切除術は日帰り手術の対象となり徔るか？ 
～術後出血のリスクを越えて～ 

伊藤病院  ○渋谷洋 伊藤公一 杉野公則 長濱充二 北川亖 伊藤國彦 

 

 

10:50～11:30  日帰りか短期滞在か ② 
座長：堀孝吏（寺田病院 外科部長） 

   
１．当科における痔核に対しての短期滞在手術の検討 

マツダ病院外科 

○羽田野直人 栗栖佳宏 赤木真治 柴村英典 林谷康生 田中智子 藤解邦生 

 

２．無床診療所における そけいヘルニアの外来手術 
新宿外科クリニック  ○高島栺 

 

３．地方中小都市の一般病院における局所麻酔下鼠径ヘルニア手術の役割 
医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 外科 

○水谷尚雄 河本純一 萱野公一 古城資久 西岡聖 

 

４．小児における全身麻酔下短期滞在手術 30 年の経験 
広島市立舟入病院 外科・小児外科 

○市川徹 山岡裕明 津村裕昭 日野裕史 金廣哲也 田崎達也 

 

 

第 1 会場 ヒマワリ                     
13:00～13:30  日帰りへの挑戦 

座長：津村裕昭（広島市立舟入病院 外科部長）   

 
１．原三信病院泌尿器科でのデイサージェリー手術 

原三信病院 泌尿器科  *デイサージェリーセンター長 

○真崎拓朗 武井実根雄 江口 徹* 山口秋人 

 

２．日帰りで行う肥満に対する内視鏡的胃内バルーン留置術 
いまず外科   ○今津浩喜 竹村大介 小川留美 宝尺いと子 今津由実 

 

３．経皮的内視鏡下胃瘻造設術の日帰り手術の試み 
楽クリニック 

○藤田定則 石田優子 大西智子 小椋和子 岸本真規 小池智子 田中律子 中谷智子 林優佳 

古田るみ 宮本由美子 若林知里 

 

 



13:30～14:20  新しい術式の導入と結果 
座長：丹羽英記（多根総合病院 院長）   

 
１．単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術（SPS : Single Port Surgery） 

佐田厚生会 佐田病院  ○佐田正之 

 

２．短期滞在手術への単孔式胆嚢摘出の導入についての経験 
掛川市立総合病院 外科  *名古屋共立病院 

○服部浩次 神谷保廣 羽藤誠記 伊藤慶則 宮前拓 佐川弘之 寺下幸夫* 原田幸志朗* 斎藤慎一郎* 

 

３．局所麻酔下での新しい外来下肢静脈瘤手術 

EVLT による“高位焼灼”を併用した本幹フォーム硬化療法の検討 
清水クリニック  ○清水康廣 石原浩 

 

４．下肢静脈瘤の血管内治療の経験 
広島逓信病院 外科 

○杉山悟 宮出喜生 因来泰彦 

 

５．ALTA 療法導入後の痔核治療成績とこれからの展望 
俊和会寺田病院 大腸肛門外科  *俊和会アイビー大腸肛門クリニック 

○寺田俊明 葛岡健太郎 堀孝吏 山田麻子* 

 

14:30～15:10  一般演題 
座長：刀山五郎（多根総合病院 副院長）   

 
１．日帰り痔核治療のための努責診断 

大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院 

○鍋山健太郎 荒木靖三 野明俊裕 神山剛一 中川元典 岩谷泰江 小篠洋之 高野正卙 

 

２．当院におけるソケイヘルニア・痔核・下肢静脈瘤の手術法・麻酔の工夫について 
児島中央病院 外科  *高知大学第 2 外科 

○宮本善文 田辺秀幸 岡崎泰長* 

 

３．日帰り腹腔鏡下胆嚢摘出術への TAP block 導入の効果 

名古屋共立病院 外科 

○佐藤篤司 内藤明広 春木伸裕 寺下幸夫 森洋一郎 原田幸志朗 斉藤洋一郎 波戸ゆかり 

 

４．前立腺全摘術(RRP)後鼠経ヘルニアに対する手術方法としてクーゲル法の選択に関する検討 
きつこう会多根総合病院外科 

○山口拓也 渡瀬誠 田中亮 浅井哲 柳英雄 廣岡紀文 城田哲哉 森琢児 小川稔 小川淳宏  

門脇隆敏 刀山五郎 丹羽英記 

 

 

15:10～15:50  日帰り手術の運営 
座長：今津浩喜（いまず外科 院長）   

 
１．短期滞在外科手術センターとしての課題と今後の展望 

医療法人社団涼友会  

東京ヘルニアセンター 執行クリニック 神楽坂 D.S.マイクリニック 

○東卙敏  執行友成  松橋 亖  輿水健治  永田傳  野口慶三 

  

２．当院における日帰り手術の運営 
名古屋共立病院 

○原田幸志朗 佐藤篤司 内藤明広 春木伸裕 寺下幸夫 森洋一郎 斉藤慎一郎 波戸ゆかり 岩田宏 

 

 

３．日帰り手術専門クリニックだからこそできる精神疾患患者のそけいヘルニア手術 
医療法人 勝本外科日帰り手術クリニック 

○勝本富士夫 小川薫代 浦本洋子 春藤恵津子 勅使河原恵美子 下林幸子 



 

４．当院における日帰り手術の実際 
おだクリニック日帰り手術外科   ○小田斉 小田智美 

 

 

16:00～16:52  DS 特化クリニックにおける手術のコツとポイント 
座長：宮崎恭介（みやざき外科 院長）   

コメンテーター：佐田正之（佐田病院 院長） 

 
１．全周性照射ファイバー（Radial fiber）を用いた下肢静脈瘤に対す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  ○広川雅之 栗原伸久 

 

２．分離肺換気法を用いた局所多汗症日帰り手術（４７００例）の取り組み 
山本英卙クリニック  ○山本英卙 

 

３．古典的治療法による痔疾患の日帰り手術 
楽クリニック 

○藤田定則 石田優子 大西智子 小椋和子 岸本真規 小池智子 田中律子 中谷智子 林優佳 

古田るみ 宮本由美子 若林知里 

 

４．鼠径ヘルニア日帰り手術のキーポイント 

医療法人社団涼友会 東京ヘルニアセンター 執行クリニック  神楽坂 D.S.マイクリニック 

○執行友成  松橋 亖   東 卙敏  輿水健治  永田 傳  野口慶三 

 

 

展示会場 ダリア１                       
9:30～17:00  ポスタ展示 

 
１．当院での術前インフォームドコンセントの実際 

佐田厚生会 佐田病院日帰り手術センター 

 

２．みやざき外科・ヘルニアクリニックでのインフォームド・コンセントの実際 
医療法人社団 みやざき外科・ヘルニアクリニック 

 

３．日帰り・短期滞在手術のインフォームドコンセント（鼠径ヘルニア） 
（医）涼友会 東京ヘルニアセンター   執行クリニック・神楽坂 D.S.マイクリニック 

執行友成 野口慶三 折笠浩二 足立真由実 石井里佳 寺田香織 横江幸子 

矢口麗子 大森由美子 東卙敏 松橋亖 輿水健治 

 

４．当院における日帰り手術関連書類の実際 
楽クリニック 

小椋和子 藤田定則 石田優子 大西智子 岸本真規 小池智子 田中律子 中谷智子 林優佳 

古田るみ 宮本由美子 若林知里 

 

５．日帰り手術に対するインフォームドコンセント 
名古屋共立病院 外科 

寺下 幸夫 佐藤篤司 春木伸裕 森洋一郎 原田幸志朗 斉藤慎一郎 波戸ゆかり 

 

６．短期滞在手術インフォームドコンセントのための「そけい・腹壁ヘルニア パンフレット」 
広島市立舟入病院 外科外来 

北村浩美 和泉ゆかり 福元久美子 田崎達也 金廣哲也 津村裕昭 市川 徹 

 

７．当クリニックにおけるそけいヘルニア手術に対してのインフォームドコンセントの実際 

医療法人 勝本外科日帰り手術クリニック 

勝本富士夫 小川薫代 浦本洋子 春藤恵津子 勅使河原恵美子 下林幸子 

８．鼠径ヘルニア日帰り手術におけるインフォームドコンセントの実際 
マツダ病院 日帰り手術センター、外科、麻酔科、 

松田隷子 宮尾めぐみ 谷野広美 藤本藤江 栗栖佳宏 赤木真治 柴村英典 林谷康生 田中智子  

羽田野直人 大澤恭浩 


