第５回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会
【開会の辞】9：10～9：15

プログラム

第 5 回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会会長

篠崎伸明

【短期滞在はチーム医療】9：15～9：57
座長：松橋

亘

冨永ルミ子

【M-1】チーム医療を支える手~あなたの手はきれいですか~
名古屋共立病院 手術室
○三宅きよみ 寺下幸夫

齋藤慎一郎

服部浩次

岩田 宏

【M-2】クリティカルパスを使った外来での入院コーディネイト
NTT 東日本 関東病院 外科外来
○上野誠子 関久美子 草間史子 大島敦子 門馬幸代 伊藤 契 小西敏郎
【M-3】日帰り手術センターとしてのチーム医療の重要性
医療法人社団涼友会
○東 博敏

神楽坂 D.S.マイクリニック

執行友成

松橋 亘

永田 傳

野口慶三

【M-4】日帰り手術センターと手術室の一看護単位化による現状と今後の課題
済生会川口総合病院 日帰り手術センター
○増田 薫 新保知枝 横田富美子
【M-5】チーム楽の革新と挑戦 2009
楽クリニック
○藤田定則 石田優子 岸本真規 小池智子 中谷智子 古田るみ
【M-6】チームワーク向上の為の工夫
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
○足立真由実 石井里佳 横江幸子 大澤紀子 寺田香織
折笠浩二 矢口麗子 山下友美 山﨑和世子 執行友成

【要望演題】9：57～10：53
座長：佐田正之
【R-1】鼡径ヘルニア手術の術後滞在期間に影響する因子の検討
湘南鎌倉総合病院外科
○木島 真 渡部和巨 荻野秀光 河内 順 下山ライ
【R-2】日帰りできなかった日帰り胆石手術症例の検討
名古屋共立病院 外科
○寺下幸夫

服部浩次

斉藤慎一郎

内藤明広

岩田 宏

江口 徹

【R-3】当院の鼠径ヘルニア短期滞在手術への取り組み
山形県立中央病院 外科
○長谷川和住

石田晶玄

飯澤肇

【R-4】オールインワンパスの有用性
佐田厚生会佐田病院 看護部 日帰り手術センター
○坂口由香

合庭恵美子

【R-5】日帰り手術の現状と術後患者サポートにおけるチーム医療
愛心会湘南鎌倉総合病院 日帰り手術センター
○大久保由美

入澤明子

外園上枝

湯浅尚子

【R-6】当院における短期滞在外科手術の問題点と工夫
広島市立舟入病院 外科
○津村裕昭

金廣哲也

田崎達也

市川徹

日野裕史

【R-7】短期滞在手術基本料３の影響
湘南鎌倉総合病院
○守屋貴博
【R-8】短期入院に対する鏡視下手術の有用性
庄内余目病院
○柏木宏之

【休憩

佐々木久実

五十嵐瑛美

田賀芳美

高橋泰

兼子正博

野末睦

10 分】

【一般演題Ⅰ】11：03～11：31
座長：蜂須賀丈博
【1-1】脊椎麻酔後頭痛の発生頻度とその検討
大和徳洲会病院外科
○杉田篤紀

高橋和裕

折原 暁

【1-2】外科医だからできる日帰り麻酔の実際
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
【1-3】効果的な情報共有とチームの連携による安全性の確保 ～安全な麻酔の実施にむけた取り組み～
原三信病院 日帰り手術センター
○森田眞智代

宮崎さとみ 原かおり 吉岡恵美

武井実根雄 江口徹

【1-4】膨潤麻酔の導入が鼠径ヘルニア手術症例の入院期間におよぼした効果について
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

【一般演題Ⅱ】11：31～11：59
座長：服部浩次
【2-1】日帰り手術センターの役割 ～認知症のある大腻骨頚部内側骨折患者を経験して～
宇治徳洲会病院 日帰り手術センター
○松橋晴子

青山純子

井上秀美

徳山良之

中村 智

【2-2】ソケイヘルニア日帰り手術適応基準外患者へのコーディネーターの関わり
社会医療法人 きつこう会

多根総合病院

○廣田美香

光藤久乃 海岡 茜 冨永ルミ子 棚橋織生 丹羽英記

藤田華代子

【2-3】クリニック開業における市民公開講座の意義
医療法人社団おなか会 村井おなかクリニック
○村井隆三

井上歩弥

【2-4】松原徳洲会病院における医療講演の効果と対策
松原徳洲会病院 外科、日帰り手術センター
○佐野 憲 森田 剛

高力俊策 三宅克典 長谷川由紀子 草川かをり 小柿明子 守屋博昭 篠崎伸明

【 会員総会 】11：59～12：14
執行友成

【休憩

日本短期滞在外科手術研究会

代表世話人

25 分】

【 特別講演 】12：39～13：19
「婦人科領域における短期滞在型手術の試み」
演者：井上裕美
座長：執行友成

湘南鎌倉総合病院 産婦人科部長
日本短期滞在外科手術研究会 代表世話人

【パネルディスカッション】13：19～14：19
座長：篠崎伸明

丹羽英記

【P-1】日帰りで手術を受けても大丈夫なの？ －腹腔鏡下胆嚢摘除術のクリニカルパス－
原三信病院 日帰り手術センター
○江口 徹

宮崎さとみ 隅田幸恵

原かおり 吉岡恵美 森田眞智代 武井実根雄

【P-2】腹腔鏡下胆嚢摘出術における日帰り・短期滞在手術の意義
医療法人佐田厚生会 佐田病院
○佐田正之
【P-3】当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術
医療法人 勝本外科日帰り手術クリニック
○勝本 富士夫
【P-4】腹腔鏡下胆嚢摘出術に対する日帰り手術の検討
社会医療法人きつこう会 多根総合病院外科
○丹羽英記
【P-5】当院の短期滞在・腹腔鏡下胆嚢摘出術
名古屋共立病院 外科
○服部浩次 寺下幸夫 原田幸志郎 斎藤慎一郎
【P-6】腹腔鏡下胆嚢摘出術の日帰り手術におけるベンチ・マーク
湘南鎌倉総合病院外科
○渡部和巨 荻野秀光 下山ライ 河内順 木島真

【休憩

中山文彦 川本龍成 児島竜 大田修平 加藤卓也

20 分】

【一般演題Ⅲ】14：39～15：07
座長：渡部和巨
【3-1】Day surgery とがん免疫療法により寛解した再発胸腺腫の一例
医療法人 維誠会 金子医院
○金子健太郎 川又 禮 植崎陽子 小向史子 高橋由満 栗原鈴寿子 小木千明 梶山あゆみ
【3-2】日帰り手術センターを利用したマンモトーム生検のメリット
茅ヶ崎徳洲会総合病院外科
○髙木睦郎 沖 一匡 大西貴久 池谷佑樹 佐藤 誠
神保健二郎 若井慎二郎 金丸隆幸 渡部和巨 篠崎伸明

【3-3】泌尿器科無床診療所での日帰り手術（経尿道的前立腺切除術；TUR-P）
ミタニひ尿器科
○三谷比呂士 横山英一郎

斉藤賢一

【3-4】腎結石症に対する体外衝撃波結石破砕術の日帰り手術と入院加療の比較検討
沖縄南部徳洲会病院 泌尿器科
○向山秀樹

眞志取智子

安冨祖久明

【一般演題Ⅳ】15：07～15：42
座長：堀
【4-1】イソップを使用しての手術滞在日数の比較
茅ヶ崎徳洲会総合病院 臨床工学科 1) 同一般外科 2)
○及川陽平 盛次生 1)，石川康弘 1)，高木政雄 1)，渡部和巨 2)
【4-2】超高齢者に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
湘南鎌倉総合病院外科
○河内 順 中山秀彦 木島 真 下山ライ 荻野秀光

渡部和巨

【4-3】無床診療所における下肢静脈瘤の外来ストリッピング手術
新宿外科クリニック
○高島 格
【4-4】当院における下肢静脈瘤レーザー治療の検討
湘南厚木病院 外科
○小銭太朗 平沼進 寺岡恵 安井誠一 篠崎伸明
【4-5】腹部大動脈瘤に対する短期滞在手術 —ステントグラフトー
湘南外科グループ 湘南鎌倉総合病院外科
○荻野秀光 渡部和巨 河内順 下山ライ 木島真

【休憩

10 分】

孝吏

小銭太朗

【一般演題Ⅴ】15：52～16：34
座長：勝本富士夫

宮崎恭介

【5-1】ソケイヘルニアに合併した子宮円索静脈瘤の一例
児島中央病院 外科 1)
○宮本善文 1)

高知大学第 2 外科 2)

田辺秀幸 1)

岡崎泰長 2)

【5-2】当院の短期滞在手術におけるクーゲル法の検討
茅ヶ崎徳洲会総合病院 湘南外科グループ 外科
○池谷佑樹

金丸隆幸 高木睦郎 若井慎二郎 神保健二郎 佐藤誠

【5-3】当院における鼠径ヘルニア根治術（DirectKugl 法）の現状
松原徳洲会病院 外科
○高力俊策 佐野憲 森田剛史
【5-4】嵌頓したヘルニアに対する緊急手術症例の検討
医療法人 勝本外科日帰り手術クリニック
○勝本 富士夫
【5-5】日帰りにて行った、鼠径ヘルニア再々発症例に対する腹腔鏡補助下手術の有用性
名古屋共立病院
○齋藤慎一郎 服部浩次 内藤明広 寺下幸夫
【5-6】鼠径ヘルニア術後大量腹腔内出血により再手術を要した一症例
社会医療法人きつこう会 多根総合病院外科 1、日帰り手術センター2
○渡瀬 誠 1 丹羽英記 2 富永ルミ子 2 藤田華代子 2 田中 亮 1 浅井 哲 1 柳 英雄 1 廣岡紀文 1
森 琢児 1 小川 稔 1 小川淳宏 1 門脇隆敏 1 山田 毅 1 刀山五郎 1 小川嘉誉 1

【閉会の辞】16：34～16：40
第 5 回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会

副会長

渡部和巨

第 6 回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会

会長

栗栖佳宏

