
第 3 回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 プログラム 
 
 
13：00～13：05【開会の辞】 第 3 回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会  

  会長 佐田正之 
（医療法人佐田厚生会 佐田病院 院長） 

 
 
13：05～13：35【1．痔核手術】  座長：大腸肛門病センター くるめ病院 荒木靖三 
 
【1-1】当院における短期滞在痔核手術の推移 

1）児島中央病院 外科、2）高知大学 第２外科  
○宮本善文 1） 田辺秀幸 1） 国安哲也 1） 岡崎泰長 2） 

【1-2】無床独立型日帰り手術専門クリニックにおける痔核手術および麻酔方法の変遷 
楽クリニック   ○藤田定則  岡本恵子  長井美里 

坂口真紀  仲由美子  小池智子 
【1-3】注射で痔が治るのか？ 
    内痔核硬化療法剤（ALTA ジオン注 R）の使用経験とこれからの痔核療法の展望 

1）医）俊和会 寺田病院 大腸肛門病センター, 2）社会福祉法人 三井記念病院 外科 
○寺田俊明 1） 山田麻子 1） 高杉紀美子 1） 田中秀季 1） 

       奥田哲也 1） 澤井廣量 1） 堀 孝吏 2） 
 
 
13：35～14：15【2．下肢静脈瘤】  

座長：医）涼友会 神楽坂 D.S.マイクリニック 院長 松橋 亘 
 
【2-1】下肢静脈瘤手術治療における安全性の確保 

医）涼友会 神楽坂 D.S.マイクリニック、執行クリニック 
○松橋 亘  執行友成  東 博敏 
高島 格  永田 傳  野口慶三 

【2-2】下肢静脈瘤に対する術中硬化療法併用日帰りストリッピング手術 
1）東京医科歯科大学 外科・血管外科、2）お茶の水血管外科クリニック   

○  寺崎宏明 1） 菅野範英 1） 井上芳徳 1） 地引政利 1） 工藤敏文 1） 
藤田聡子 1） 遊佐祐子 1） 豊福崇浩 1） 久米博子 1） 野谷啓之 1） 

 光岡明人 1） 岩井武尚 1） 広川雅之 1,2）                 
 



【2-3】下肢静脈瘤硬化療法について 
1）八木厚生会八木病院外科、2）九州大学医学研究院医学教育部門医学教育学講座 

○ 八木博司 1） 山岡章浩 2） 岩永淳 1） 野本健一 1） 

【2-4】下肢静脈瘤治療の新しいデバイスの経験と日帰り手術の安全性 
広島逓信病院 外科   ○杉山 悟  清水康廣  因来泰彦  林 達朗 

 
 

14：15～14：45【3．鼠径ヘルニア（１）】  
座長：勝本外科日帰り手術クリニック院長 勝本富士夫 

 
【3-1】鼠径ヘルニア根治術に対する腸骨鼠径・腸骨下腹神経ブロックの有用性 
                            ～硬膜外麻酔との比較～ 

白十字病院 1）麻酔科、2）外科）  
○眞鍋祐美子 1）水城 透 1） 渕野泰秀 2） 張村貴紀 2） 

      大石 純 2） 山本純也 2） 岩永真一 2） 柴崎 洋 2） 
【3-2】成人鼠径部ヘルニアにおけるバランス麻酔の有用性 
     栗原市立栗原中央病院 1）外科、2）麻酔科  

○名久井雅樹 1） 中鉢誠司 1） 大橋祐介 1） 

                  内田 孝 1）  長谷川惇一 2）         
【3-3】鼠径ヘルニア日帰り手術における安全性への工夫 

マツダ病院 1）外科、2）日帰り手術センター  
○栗栖佳宏 1,2）  赤木真治 1）    加納幹浩 1） 
 渡谷祐介 1）  藤解邦生 1）        

      津田友美 2）  松木知子 2）        
 

14：45～15：25【4．鼠径ヘルニア（2）】  座長：市立四日市病院 外科 蜂須賀丈博 
 

【4-1】腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TEP 法）による成人鼠径ヘルニアの日帰り手術 
1）原三信病院外科、2）九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科 

○当間宏樹 2）  江口 徹 1） 
【4-2】鼠径ヘルニア日帰り手術における安全性対策としての術前超音波検査の位置付け 

いまず外科   ○増井利彦  今津浩喜 
【4-3】日帰りソケイヘルニア手術における術後合併症を減らすための工夫 

市立四日市病院 外科   ○村井俊文  蜂須賀丈博 
【4-4】当院における日帰りそけい部ヘルニア手術の安全性への工夫 

勝本外科日帰り手術クリニック ○勝本富士夫 



 
 

～ 休憩（約 10 分） コーヒーブレイク ～ 
 
 
15：35～16：15【5．その他】      座長：三井記念病院 外科医長  堀 孝吏 
 
【5-1】日帰り手術センタースタッフの motivation up の考察 

医療法人涼友会 神楽坂 D.S.マイクリニック、執行クリニック 
○東 博敏  松橋 亘  永田 傳 
高島 格  野口慶三  執行友成 

【5-2】臨床研修病院における短期滞在手術のジレンマ 
多根総合病院   ○刀山五郎  棚橋識生  丹羽英記 

【5-3】安全な日帰り手術を体験して 
医）涼友会 神楽坂 D.S.マイクリニック  ○大澤紀子 

【5-4】大腸内視鏡ポリープ切除後の食事内容の検討 
医療法人俊和会 寺田病院 胃・大腸・肛門病センター  ○髙内 修  寺田俊明 

 
 

16：15～17：05【6．コーディネーター】  座長：湘南鎌倉病院 外科部長 渡辺和巨 
 
【6-1】ソケイヘルニア日帰り手術後の排尿性失神による転倒の対策 

医療法人佐田厚生会 佐田病院 看護部 日帰り手術センター  
○本田奈身子  石井恵美子 

【6-2】術前オリエンテーションの再考 ～映像効果を利用してみて～ 
医療法人涼友会 看護部  ○豊嶋友美  横江幸子  大澤紀子 

足立真由実 折笠浩二  田中葉子 
【6-3】安全な日帰り手術を受ける患者を支える DS コーディネーターの役割 

多根総合病院   ○冨永ルミ子  藤田華代子  光藤久乃  丹羽英記 
【6-4】日帰り手術の安全性に求められるサービス 

医療法人偕行会 名古屋共立病院   ○三宅喜代美  小林明美  服部浩次 
【6-5】患者指導の必要性と看護師の役割 

原三信病院 日帰り手術センター   ○宮下敬子   友成千春       
森田眞智代  筒井玲子  江口 徹 

 
 



～ 休憩（約 10 分） コーヒーブレイク ～ 
 
 

17：15～17：55【7．特別講演】                 司会：佐田 正之 
「日帰り手術に特化して ～1650 例の経験から～」  

医療法人 みやざき外科・ヘルニアクリニック  宮崎恭介 
 
 

17：55～18：05【閉会の辞】 
第 3 回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 副会長 勝本富士夫 

（勝本外科日帰り手術クリニック 院長） 
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） 
 


