
 

【世話人会】 

   時 間：11：00～ 

   会 場：自治会館 4F 第 7 会議室 

【情報交換会】 

   時 間：18：40～ 

   会 場：自治会館 4F 第 4～6 会議室 

主催：日本短期滞在外科手術研究会 

【企業展示】 

   時 間：12：30～ 

   会 場：自治会館 2F ホワイエ 

〈出展業者〉 

オリンパス 株式会社 

コヴィディエンジャパン 株式会社 

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

株式会社メディカルリーダース 

株式会社メディコン 

【DS コーディネーター講習会】 

   時 間：9：00～12：05 

   会 場：自治会館 4F 第 2・3 会議室 

【ビデオ講習会・放映会】 

   時 間：16：00～18：00 

   会 場：自治会館 4F 第 1 会議室 

共催：オリンパス 株式会社 

【特別講演】 

   時 間：14：00～15：00 

会 場：自治会館 2F 自治会館ホール 

『パイロットのリスクマネジメント』 

船越
ふなこし

  篤
あつし

氏 ボーイング 777 型機機長兼広報部付担当部長 

協力：日本航空 株式会社 
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ン
別

伊藤病院　外科

司会：宮崎 恭介　　　みやざき外科・ヘルニアクリニック 院長　

司会：冨永 ルミ子　　多根総合病院 看護師長

副甲状腺疾患における短期滞在手術の可能性

大宜見 由奈

一般演題　Ⅰ

13:30～14:00

日帰り手術の取り組みと工夫

急性期病院における下肢静脈瘤の日帰り手術療法について

光岡 明人 医療社会法人 石心会　川崎幸病院

過疎地における大腸肛門病専門の無床クリニックの役割

豊永 敬之 福豊会　豊永医院

司会：栗栖 佳宏　　　マツダ病院 外科主任部長　

無床診療所における日帰り手術

金子 健太郎 医療法人 維誠会　金子医院

日帰り手術テクニック

リクエストセッション　Ⅰ

13:00～13:30

司会：執行 友成　　　日本短期滞在外科手術研究会 代表世話人

司会：仲地 厚成　　　豊見城中央病院 副院長

司会：江口 徹成　　　原三信病院 副院長

ランチョン基調講演

12:15～12:55

IAAS総会報告と短期滞在手術の動向

開会式

12:10～12:15

第11回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 会長

江口 徹　　原三信病院 副院長
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会員総会

15:45～16:00

司会：執行 友成　　　日本短期滞在外科手術研究会 代表世話人

佐田病院におけるＤＳコーディネーターの現状について

合庭 恵美子 佐田厚生会　佐田病院

有床診療所に於けるDSコーディネーターの役割と将来展望

横江 幸子 執行クリニック   神楽坂D.S.マイクリニック

ＤＳコーディネーターに求められる看護実践能力の検討

冨永 ルミ子 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

ＤＳコーディネーターの今と未来を考える ～アンケート調査から見えてきたもの～

宮崎 さとみ 原三信病院　看護部

DSコーディネーターの現状とその理想像

司会：渡瀬 誠　　　　多根総合病院 副院長　

司会：宮崎 さとみ　　原三信病院 看護副部長

15:00～15:45

　　　船越 篤氏　　　ボーイング777型機機長 兼 広報部付担当部長

パネルディスカッション　Ⅰ

14:00～15:00

『パイロットのリスクマネジメント』

司会：仲地 厚氏　　　豊見城中央病院 副院長

総合病院心臓血管外科一般外来における日帰り静脈瘤レーザー治療の導入

福村 陽子 飯塚病院 看護部

佐田病院における腹腔鏡下ヘルニア手術（ＴＡＰＰ）の現状と取り組み

平山 裕美 医療法人 佐田厚生会  佐田病院 手術室

特別講演

当院における下肢静脈瘤手術を日帰り手術に移行するために試み

島袋 伸洋 豊見城中央病院 外科

下肢静脈瘤手術における弾性ストッキング着用指導の重要性

梶原 愛 おだクリニック日帰り手術外科
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横溝 幸子 原三信病院 日帰り手術センター

司会：横江 幸子　　　執行クリニック 看護部長　

司会：合庭 恵美子　　佐田病院

「説明したのに」をなくそう！術前オリエンテーションの充実を試みて

一般演題　Ⅱ

17:15～17:45

患者説明の一工夫

日帰り全身麻酔を受けた患者さんが笑顔で退院できるための要因

柏木 邦友 アネストメディカル株式会社

日帰り手術専門施設開設１年の経過

柳　健 東京デイサージェリークリニック

鼠径ヘルニア修復術と周術期管理の留意点

栗栖 佳宏 マツダ株式会社 マツダ病院 外科

小村 憲一 小村肛門科医院

司会：堀 孝吏　　　　寺田病院 外科部長

自分が理想とする日帰り痔核手術（ALTA併用療法）

手技と周術期管理の基本

司会：今津 浩喜　　　いまず外科 院長　

パネルディスカッション　Ⅱ

16:30～17:15

最新の血管内レーザー治療は低侵襲となったのか

栗原 伸久 お茶の水血管外科クリニック

渡瀬 誠 多根総合病院 日帰り手術センター

当院における女性鼠径ヘルニアに対するLPEC法について

当クリニックにおける“痛くない”鼠径ヘルニアの日帰り（短期滞在）治療

広津 順 ひろつおなかクリニック

リクエストセッション　Ⅱ

司会：蜂須賀 丈博　　市立四日市病院 手術部長　

16:00～16:30

日帰り手術の功罪
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第12回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 会長

蜂須賀 丈博　　市立四日市病院 手術部長

情報交換会　18:40～

18:30～18:40

第11回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 副会長

仲地 厚　　　　豊見城中央病院 副院長

閉会式

観光医療における日帰り手術の役割

柳　健 東京デイサージェリークリニック

短期滞在外科手術基本料３の功罪　小児外科の立場から

渡井 有 昭和大学横浜市北部病院　こどもセンター小児外科

池下 美沙 社会医療法人 きつこう会　多根総合病院 管理部医事課

成人鼠径ヘルニアに対する治療方針と医療経済効率の検討～TAPP法・Kugel法～

大渕 徹 函館五稜郭病院 外科

診療報酬改定に伴う事務職員の経営参画について

司会：川崎 篤史　　　神楽坂D.S.マイクリニック 院長

日帰り手術における新規手術導入に対する管理者のマネジメント

綿貫 英幸 医療法人 佐田厚生会　佐田病院 手術室

診療報酬/その他

司会：丹羽 英記　　　多根総合病院 院長　

17:45～18:30

大森 由美子 医療法人社団 涼友会　神楽坂D.S.マイクリニック

リクエストセッション　Ⅲ

日帰り手術における看護師教育の在り方の再考　～ACSの経験から見えてきた事～

金子医院での日帰り手術開始から現在までの取り組み

上田 亜希子 医療法人 維誠会　金子医院

『日帰り手術のスムーズな運用をめざして』　～用紙の改善と患者満足度～

松本 優子 済生会川口総合病院

鼠径ヘルニア日帰り手術のアンケート結果に基づく看護ケアと今後の課題

大友 夕子 むらた日帰り外科手術・ＷＯＣクリニック
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