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第15回日本短期滞在外科手術研究会学術総会開催にあたって

　　　　　　                                                  第15回日本短期滞在外科手術研究会学術総会

　　　　　　　　　                                                                      　　　  会長　　長谷川　和住

　　　　　　　　　　                                              　　　北仙台はせがわクリニック 理事長・院長

この度、第15回日本短期滞在外科手術研究会を 2019年6月8日(土)に仙台市のホテルメトロポリタン

仙台で開催させていただく事となりました。本研究会には第5回から参加し、第9回からは世話人として

関わっております大変思い入れのある本研究会の学会長を、若輩者ながら担当させていただく事は大

変光栄なことであり感謝しております。そして、これもひとえに代表世話人でもあります東京ヘルニアセ

ンター執行クリニック執行友成先生のもとで研鑽させていただき、日帰り手術の技術のみならずホスピ

タリティーマインドや社会人としての礼節を教えていただいた賜物だと思い、大変感謝致しております。

今回の研究会のテーマは『選ばれる医療をめざして 〜 one for all, all for one〜』としました。『一人

はみんなのために、みんなは一人のために』と間違えて認識している方もいらっしゃるかもしれません

が、本当の意味は『一人はみんなのために、みんなは一つの目的のために』です。一つの目的とはラ

グビーでいうとトライにあたります。ラグビーというスポーツは、攻撃する際にサインが出て全員そのサイ

ン通りの動きをします。理論的にはサイン通りに全員がプレーすると必ずトライがとれます。ですが、現

実では中々とれません。何故とれないのかというと理由は２つしかなく、敵のディフェンスがうまい・味方

がミスをした、のどちらかです。いずれにしても、突然前提条件が崩れて想定していない事態が発生す

るのですが、ボールをキープしないとトライはとれません。では、どうやってボールをキープするかという

と、ボールを持っている人が役割を果たせない可能性を常に想定して、周りがフォローし続ける事で

キープができます。ミスはいつでも起こると想定する事・周りが全力でフォローする事・ミスは起きるもの

なのでミスしたことを責めない事、などを学生時代にラグビーを通じて学びました。医療においても安全

に日帰り手術を達成するためには、全員が一つの目的を意識し、各々がそれぞれの役割をきちんと果

たしながら、お互いを尊重しつつ、フォローしていく姿勢が大切かと思います。

特別講演としましては、「日本の宿 古窯（こよう）」 女将：佐藤 洋詩恵 氏にお願いしております。古窯

（山形県上山市）は、プロが選ぶ日本の旅館100選にて43年連続TOP10に選ばれ続けているおもてな

しの温泉宿です。また温泉宿経営のみならず、菓子工房KOYO・ぎんざ古窯と幅広く事業展開されて

おります。仕事に対する姿勢や接遇・人材育成などについてご講演をいただきます。

少子高齢化・雇用環境の変化など、社会保障制度の前提となる社会経済情勢は大きく変わってきて

おり、医療においても病院完結型医療から地域連携型医療へ移行してきました。それに伴い入院期間

の短縮が求められるようになりました。日帰り手術の必要性を再認識し、安心・安全に日帰り手術を

行っていけるよう、多数の先生方にご参加いただき活発な討論をお願いしたいと存じます。より多くの

参加者と多数の演題応募を心よりお願い申し上げます。また、DSコーディネーター講習会は、研究会

前日の午後に開催させていただきます。DSコーディネーター講習会会場は、仙台駅前のTKPガーデ

ンシティ仙台で行います。研究会のみならず講習会にも多数のコメディカルの方々のご参加をお待ち

しております。
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会　場：ホテルメトロポリタン仙台　4F



執行 友成         日本短期滞在外科手術研究会 代表世話人
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ミニレクチャー

会員総会
14:00～14:10

13:25～13:45

「医療機関における働き方改革のポイント解説」

經澤　進 先生　　　社会保険労務士法人アンビシャス代表社員　特定社会保険労務士

13:45～14:00 コーヒーブレイク　

東京下町で短期滞在手術を行うということ～総合病院のDSセンターの役割を再検討する

那須 啓一 東京都立墨東病院　日帰り手術センター

R-4
術後アンケート調査の工夫 ～安心して日帰り手術を受けていただくために～

小林 綾乃 岡山そけいヘルニア日帰り手術 Gi外科クリニック

R-5
チェックシートによるリスク評価とスコアリングシステムを用いた術後回復ケアの取組み

上田 順子 医療法人社団　とうげ外科胃腸科

R-6

R-2
日帰り手術における情報収集と情報共有の見直し

小野寺 理子 豊生会　むらた日帰り外科手術・WOCクリニック

R-3
同居型日帰り手術センターのWINWIN人材育成

東田 加奈子 医療法人原三信病院　日帰り手術センター

12:25～13:25 発表7分＋討論3分

「選ばれる医療の為に日帰り手術に必要なことは？」　

　　　　　　　　座長：大森 由美子　　　東京ヘルニアセンター看護部　

　　　　　　　　司会：品川 智恵子　　　多根総合病院DSセンター看護部

R-1
当院でのクリニカルパス使用状況　バリアンス発生から見えるDS使用パスのあり方

笠原 みち子 埼玉県済生会川口総合病院 手術室日帰り手術センター

（株）リムフィックス

（株）メディコン

PHCメディコムネットワーク（株）

（株）日本生物製剤

コヴィディエンジャパン（株）

ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

開会式
12:00～12:05

第15回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 会長

長谷川　和住　　　北仙台はせがわクリニック 院長

要望演題

展示企業紹介
12:05～12:25

（株）日帰り手術ドットコム

（株）メディカルリーダース

ナガイレーベン（株）



日帰り手術クリニック開院による地域への影響の検討

水落 宏太 しんばしクリニック
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O-2-5
日帰り肛門手術　―合併症発生時に対応について―

樽見 研 札幌駅前樽見おしりとおなかのクリニック

O-2-6

88ディセクターを用いた下肢静脈瘤の瘤切除の手技

蜂谷 裕之 蜂谷病院

O-2-4
当院におけるALTA 療法後の有害事象に関する検討

辻 順行 大腸肛門病センター高野病院

O-2-1
日帰り手術としてのTIPPの評価

柳 健 東京デイサージェリークリニック

O-2-2
接触式前立腺レーザー蒸散術（CVP）による日帰り前立腺手術の検討

鶴 信雄 鶴泌尿器科クリニック

O-2-3

コーヒーブレイク　

一般演題2
16:15～16:57 発表5分＋討論2分

座長：池田 義博  　  岡山そけいヘルニア日帰り手術 Gi外科クリニック 院長

O-1-4
鼠径部ヘルニアに対する超音波検査の有用性

中澤 航 新宿外科クリニック　大宮セントラルクリニック

司会司会：長谷川 和住  　  北仙台はせがわクリニック 院長

14:10～14:52 発表5分＋討論2分

座長：藤田 定則　　　楽クリニック 院長

O-1-1
ペイシェント・ジャーニーを活用した広告戦略の展開

阿南 芳和 岡山そけいヘルニア日帰り手術 Gi外科クリニック

O-1-6
高齢者における日帰り鼠径ヘルニア手術の安全性の検討

川崎 篤史 東京ヘルニアセンター　神楽坂D.S.マイクリニック

特別講演
15:00～16:00

「女将として生かされてある日々」

佐藤 洋詩恵 氏　「日本の宿 古窯（こよう）」 女将：山形県上山市

なんば坂本外科クリニック

O-1-3
積み上げ広告によるクリニック＆脱腸ブランディング 〜ダチョウから脱腸へ〜

中山 雅美 岡山そけいヘルニア日帰り手術 Gi外科クリニック

O-1-5
下肢静脈瘤手術における手術成績および病院収益ついての検討

新藤 彩加 蜂谷病院

16:00～16:15

O-1-2
当院における在外日本人、日系人の手術状況

坂本 一喜

一般演題1
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11:00～11:50

12:00～17:00

株式会社 メディカルリーダース

ナガイレーベン 株式会社

企業展示　／　コーヒーブレイクルーム            ４F『萩』

株式会社 日帰り手術ドットコム

株式会社 リムフィックス

株式会社 メディコン

PHCメディコムネットワーク 株式会社

株式会社 日本生物製剤

コヴィディエンジャパン 株式会社

17:45～17:50

第16回 日本短期滞在外科手術研究会学術総会 会長

川崎 篤史　　　東京ヘルニアセンター神楽坂D.S.マイクリニック 院長

参加者へのお願い

　参加受付
　　　１．ホテルメトロポリタン仙台4Fにて行います。受付は午前11:00より開始いたします。
　　　２．参加申込書にご記入の上、参加費を現金でお支払いください。
　　　　　　　　医   師・コ 6,000円　　　　看護師・コメディカル　  3,000円
　　　３．参加証は、会場内では常にお付けください。
　　　４．喫煙所・お手洗い等の施設は、館内の掲示・案内に従いご利用ください。

　プログラム・抄録集の販売
　　　　1部：1,000円

　会員情報交換会  【主催：日本短期滞在外科手術研究会】
　　　 参加費：会員無料／非会員2,000円
　　　　18:00～　仙台パルコ2  1F『SALVATORE CUOMO & BAR 仙台』にて
　　　　18:30～　情報交換会を開催いたします。是非ご参加ください。
　

教育講演
17:00～17:45

世話人会 ３F『曙　西』

情報交換会
18:00～ 『SALVATORE CUOMO & BAR 仙台』　仙台パルコ2  1F

小田 斉 先生　　　おだクリニック日帰り手術外科 院長

司会：執行 友成  　   東京ヘルニアセンター執行クリニック 院長

閉会式

「日帰り手術クリニック開業の軌跡とこれから開業を目指している後輩有志への提言」

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社



演者の先生方へお願い

　1．発表の先生方へ

　　　発表は全てPCにてお願いいたします。

　　　　・要望演題  　　 発表時間７分　　討論時間３分（各演題につき）

　　　　・一般演題  　　 発表時間５分　　討論時間２分（各演題につき）

　2．PC発表上の注意点

　　　【Windowsで動画を使用しない場合】

　　　　・スライド作成時の画面比率は４：３としてください。

　　　　・会場では、Windows PCで、使用ソフトはPower Point 2007/2010/2013/2016 となります。

　　　　  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ください。

　　　　  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ください。

　　　　・発表者ツールの使用は出来ません。発表資料等は予めプリントアウトの上お持ちください。

　　　【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をご持参ください。

　　　　・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。

　　　　　念のためご自分のPCをご持参ください。

　　　　・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ください。場合によっては、変換コネクタをご用意ください。

　　　　・スクリーンセーバーや省電力の設定はお切りください。

　　　　・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ください。

　　　　・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ください。

    　　　※演者の方は発表の30分前までにPC受付にお越しください。
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