第日目

プログラム

第 1 会場：メインホール（1F）
8：50〜9：00

11 月 23 日（金)

オリエンテーション

9：00〜9：30 オープニングセレモニー
横浜 獅子の舞（中華街）
地区会長紹介
功労者表彰

全国 11 地区会長
久保田由美子

9：30〜10：00 開会式
第 26 回大会長挨拶
理事長挨拶
来賓祝辞
10：10〜11：10

鈴木

元子

牛尾

晶子

日本手術看護学会関東甲信越地区会長

石山

映子

日本手術看護学会理事長

菊地

京子

公益社団法人神奈川県看護協会会長

平澤

敏子

招待講演
司会：菊地

アメリカの周術期看護の最新情報

京子（東邦大学医療センター大橋病院)

-よりよい患者ケアに向けての協力AORN 会長

11：20〜12：20

Deborah Spratt

教育講演
司会：石橋まゆみ（昭和大学病院)

変革する看護体系から手術看護への期待
公益社団法人日本看護協会常任理事

14：00〜15：00

洪

愛子

トピックスⅠ
司会：栗田

衛（医療法人仁友会南松山病院)

チーム医療における手術看護の重要性について
昭和大学病院

15：10〜17：10

シンポジウムⅠ：手術医療の安全保障に向けて
司会：相馬

有賀

徹

-WHO 安全チェックリストの実践-

孝博（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院)

安井はるみ（医療法人社団あんしん会四谷メディカルキューブ看護部)
S Ⅰ-1

手術医療の安全保障に向けて

-WHO 安全チェックリストの実践-

新潟県立六日町病院麻酔科

S Ⅰ-2

日本における WHO 手術安全チェックリストの普及状況とその推進における課題
名古屋大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生医学講座

S Ⅰ-3

WHO 手術安全チェックリストの実践の現状と課題

高夫

西脇

公俊

前橋赤十字病院中央手術室

三枝

典子

千葉大学医学部附属病院手術部

長嶋

健

自治医科大学附属さいたま医療センター医療安全管理室

亀森

康子

S Ⅰ-4 外科医のスキルと手術安全
S Ⅰ-5

市川

手術室においての検体確認マニュアルの見直し
-安全な手術を実施するために-

第 2 会場：501・502（5F）
12：35〜13：35

11 月 23 日（金)

ランチョンセミナー 1
司会：水谷

安全で効率的な手術室運営のための取り組み

光（労働者健康福祉機構大阪労災病院中央手術部)

-モニタリングシステムと手術管理システム医療法人徳州会八尾徳州会総合病院麻酔科 谷

仁介

14：00〜15：00

研究発表

第 1 群：安全管理
座長：白坂

1-1

A 病院手術室のタイムアウトに対する意識調査

1-2

患者に適した手術室入室方法を選択するためのフローチャートの有用性

近畿大学医学部堺病院

西野

卓也

碧南市民病院

原田

麻里

-安全面の評価を中心として1-3

手術室における医療機器落下についての要因分析

1-4

重症肝損傷手術における体内留置ガーゼを安全に管理するための検討

-インシデントレポートの分析から-

公立能登総合病院

1-5

タイムアウト実施における医療安全への意識調査

1-6

手術室における針刺し切創への意識改革

研究発表

塩崎実千代

大阪府立泉州救命救急センター

加藤

京子

名古屋市立大学病院

岡本

有佳

国保松戸市立病院

榎田

園子

-何故，針刺し切創報告が 100％でなかったのか-

15：05〜16：05

幸子（宮崎大学医学部附属病院)

第 5 群：皮膚神経障害 1
座長：末若美乃里（川崎医科大学附属川崎病院)

5-1

砕石位手術時の循環障害・神経障害発生に関する検討

大腸肛門病センター高野病院

5-2

二分脊椎症患児の仰臥位手術における体圧管理の実際

佐賀大学医学部附属病院

5-3

婦人科腹腔鏡下手術を受ける肥満症患者に対する体位固定方法の工夫

霍田

菊代

佐藤亜里沙

JA 北海道厚生連旭川厚生病院

渡邊

幸裕

5-4

頭低位ローテーション体位における頭部褥瘡予防への取り組み
石川県済生会金沢病院

浅野

真琴

5-5

頭低位で行われる手術による頭部褥瘡の要因分析

関西労災病院

宇戸

愛美

5-6

皮膚障害判別基準を設定した褥瘡発生好発部位観察表の導入

大津市民病院

梶浦亜加音

-試作枕の有効性について-

16：10〜17：10

研究発表

第 9 群：皮膚神経障害 2
座長：宇山 珠美（京都府立医科大学附属病院)

9-1

4 点フレーム使用下における脊椎手術でプロペト塗布による皮膚障害予防の評価

9-2

脊椎腹臥位手術皮膚障害発生予防に対する取り組み
-手術室皮膚障害発生リスク評価表の作成-

9-3

呉共済病院

世良

千春

労働者健康福祉機構和歌山労災病院

松原

歩

脊椎後方手術における 3 点支持マットレスの有効性の検討

岐阜大学医学部附属病院

9-4

四点支持台使用における身体の接触面積の拡大による体圧分散効果

9-5

側臥位による腋窩部の除圧方法の取り組み

9-6

手術室側臥位体位マニュアル作成とマニュアルに対する認識

越谷市立病院

大橋

鉄矢

がん研有明病院

伊藤

清栄

千葉県こども病院

谷口

実那

第 3 会場：503（5F）
12：35〜13：35

11 月 23 日（金)

ランチョンセミナー 2
司会：森兼

医療関連感染対策における手術用手袋の役割

14：00〜15：00

研究発表

啓太（山形大学医学部附属病院検査部・感染制御部)
労働者健康福祉機構大阪労災病院外科

2-1

手術見学実習における看護学生の感情と交感神経活動

2-2

経験症例の少ない手術における教育ツール確立を目指して

-見学前後の POMS と唾液アミラーゼ活性の変化-心臓血管外科手術の定期的勉強会開催の効果2-3

da Vinci 手術における看護師の知識統一化に向けた教育方法の検討

2-4

手術室新人看護師のリアリティショックの緩和
-器械展開係を導入して-

清水

潤三

第 2 群：看護教育 1
座長：辻

2-5

江口友佳子

八重子（市立札幌病院)

札幌医科大学

門間

正子

小牧市民病院

與儀

士文

東京医科大学病院

齊藤

陽子

大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター

悪性高熱に対する高機能麻酔シミュレータを用いた教育プログラムの開発

東海大学医学部付属病院

松岡みどり
守屋

優一

2-6

手術室見学実習の場面から捉えた学生の学びと教育上の課題

15：05〜16：05

研究発表

国立病院機構弘前病院附属看護学校

平山

晴美

第 6 群：危機管理 1
座長：舟間

6-1

手術中の急変時における対応への検討

6-2

東日本大震災発生から患者が退室するまでの手術室看護師の思いと行動

昌代（兵庫県立姫路循環器病センター)
済生会川口総合病院

河田

真也

宮城県立病院機構宮城県立がんセンター

小杉

真恵

綜合病院山口赤十字病院

中山

慈子
雪絵

6-3

手術室看護師における震災時の行動に関する認識の調査

6-4

東日本大震災を体験して見えた課題 第一報

-手術室看護師の行動と心理-

前橋赤十字病院

荒関

6-5

東日本大震災を体験して見えた課題 第二報

-地震発生時アルゴリズムの改善点-

前橋赤十字病院

小西さつき

16：10〜17：10

研究発表

第 10 群：体温管理，その他
座長：大鐘

10-1

隆宏（名古屋第一赤十字病院)

アンダーボディウォーミングブランケット®
の導入による
胸腔鏡下肺葉切除術時の体温低下予防

近畿大学医学部附属病院

10-2

胸腔鏡下で呼吸器外科手術を受ける患者への肩痛軽減のための術中温熱療法

10-3

EVAR を受ける患者にアンダーブランケットを使用した体温管理

10-4

外科開腹手術における周手術期の体温測定方法の検証

10-5

からだの下から温める，上から温める，体温低下を防ぐのはどちらか？

-術後肩痛の変化と術式の違いによる効果の分析-

17：20〜18：20

中田

耕司

国立病院機構呉医療センター

濱本

健二

松江赤十字病院

森山

美鈴

市立旭川病院

橋本

佳奈

東京女子医科大学病院

荒木田真子

イブニングセミナー 1
司会：宇山 珠美（京都府立医科大学附属病院)

Ⅰ術後の皮膚障害を減らすコツ
Ⅱ明日から使える！スキンケアマネジメント

兵庫県立塚口病院皮膚科 田
-正しい電気メスの知識-

大阪赤十字病院

第 4 会場：301（3F）
12：35〜13：35

山口

洋
円

11 月 23 日（金)

ランチョンセミナー 3
司会：藤本 陽子（兵庫医科大学病院)

体も心も温まる手術看護：周術期の体温管理

14：00〜15：00

研究発表

京都府立医科大学大学院医学研究科麻酔科学教室 溝部

第 3 群：手術室運営，看護管理
座長：石川

3-1

手術室看護師と病棟看護師のチームワーク特性に関する検討

3-2

手術室へ勤務異動直後の看護師の心理状況

和恵（徳島県立中央病院)

日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院
-看護実践，職場環境の観点から3-3

A 大学病院手術看護師のモチベーションに関する調査

3-4

スタッフ全員で取り組む物品管理 -物品管理ファイルを作成して-

3-5

コスト漏れを起こさないダブルチェックの検討

3-6

診療報酬改定にともなう手術原価管理システムを活用した運用

-手術室経験年数による要因の違い-

-ダブルチェックのマニュアル化との比較-

15：05〜16：05

研究発表

雅子

入江

久留米大学病院

田中真悠子

医療法人藤井会石切生喜病院 岩下

拓

美幸

葛西昌医会病院

菊池

航

県立広島病院

野村

哲司

第 7 群：チーム医療，役割分担
円（大阪赤十字病院)

麻酔科医師と手術室看護師の術前の情報共有に関する意識調査
-情報共有の方法の確立を目指して-

7-2

磯

福岡赤十字病院

座長：山口
7-1

俊樹

手術室における固定チームナーシングの効果と課題

滋賀医科大学医学部附属病院 髙田
仙台赤十字病院

松本

美雪
亜矢

7-3

手術室で固定チームナーシング導入がもたらした看護師と医師への影響
地域医療振興協会飯塚市立病院

7-4

手術看護認定看護師の術後患者ラウンド活動の評価

7-5

病棟看護師を対象とした手術体位勉強会実施の効果

-ICU での術後患者ラウンドを通じて-動画とシミュレーションを取り入れて7-6

野見山仁美

大分県立病院

高村

智子

労働者健康福祉機構和歌山労災病院

清水

義之

滋賀県立成人病センター 齋藤

知紗

手術室看護師の術後申し送りの現状
-術後の申し送りは，病棟経験の有無によって差があるか-

16：10〜17：10

研究発表

第 11 群：その他 1
座長：田中 澄子（長崎大学病院)

11-1 器械出し看護師の疲労軽減
11-2

-弾性ストッキングを用いて-

新古賀病院

松村

麻美

整形外科透視下手術における看護師の放射線被爆について

岡崎市民病院

平岩

友美

11-3

手術室看護師ストレス尺度の作成とその信頼性・妥当性の検討

11-4

意識下手術を受ける患者と看護師の認識の違い

東邦大学医療センター大橋病院

-手術室の環境・看護師の対応についての調査を通して-

栄田理英子

国立病院機構都城病院

鈴木

美幸

11-5

A 病院手術室看護師の夫立会い帝王切開術に対する不安調査

新潟県済生会三条病院

鈴木有紀子

11-6

A 病院における「手術安全チェックリスト」導入の取り組み

神戸市立医療センター中央市民病院

木村 健吾

17：20〜18：20

イブニングセミナー 2
司会：道又 元裕（杏林大学医学部付属病院)

「寒い」はリスク

-周術期体温管理の重要性は不変だ-

東京女子医科大学医学部麻酔科学

第 5 会場：302（3F）
12：35〜13：35

ランチョンセミナー 4 手術室従事者の受ける健康被害とその対策

手術室での医療安全

研究発表

長島

悟郎

前 AORN 会長 Kay Ball

第 4 群：術前・術中・術後訪問 1
座長：木村

4-1

術前訪問で患者が必要とする情報に関する調査

4-2

頭部除圧フローチャート活用前後の術中除圧に対する手術室看護師の意識の変化

4-3

手術室看護師と麻酔科医師の術前情報共有への取り組み

4-4

術後訪問への取り組みが手術室看護師にもたらす影響

4-5

視聴覚教材を用いた小児への手術前説明の効果

研究発表

聖子（川崎市立多摩病院)

川崎市立多摩病院

サージカルスモークの危険性について

15：05〜16：05

眞

11 月 23 日（金)

司会：貝塚

14：00〜15：00

尾崎

慶（宮城県立こども病院)
仙台赤十字病院

川平さやか

倉敷中央病院 浜辺

滋賀医科大学医学部附属病院

朋子

小川

明美

千葉県がんセンター 稲嶺

盛由

加古川市民病院機構加古川東市民病院 都留

美香

第 8 群：看護記録，その他
座長：石田 静恵（富山県済生会高岡病院)

8-1

手術体位の皮膚観察テンプレート導入による記載漏れ減少の効果

8-2

手術看護記録に要する時間の現状

8-3

手術看護記録の質的監査における自己監査と他者監査の比較

8-4

脊椎麻酔時の血圧下降に関する検討

8-5

2 人制外回り看護の有効性

8-6

超緊急帝王切開の準備の効率化 -経験年数と動線からの比較-

-タイムスタディを使用した調査を実施して-

-タイムスタディ分析から-

市立岸和田市民病院 上垣
鳥取大学医学部附属病院

真実

西田奈緒子

財団法人倉敷中央病院 永瀬由美子
大腸肛門病センター高野病院 永徳慎一郎
群馬大学医学部附属病院 髙野

聡

総合病院釧路赤十字病院 太田

美里

16：10〜17：10

研究発表

第 12 群：看護教育 2
座長：本間

12-1

手術看護実習で手術看護の専門性を理解するための取組み

12-2

手術室看護師による病棟への院内留学の有効性

12-3

手術室看護師のアセスメント能力向上を目指したカンファレンス充実への取り組み

12-4

手術室新人看護師に対し多重課題シミュレーションの導入を試みて

12-5

チーム全員での新人教育の効果と課題の検討

12-6

ESS における DVD 教材導入による学習効果について

-器械出し体験を取り入れて-

敦（旭川医科大学病院)

愛媛大学医学部附属病院 廣藤
医療法人医仁会中村記念病院
久留米大学医療センター
前橋赤十字病院

示説Ⅰ：感

岡

公美

中村

雅輝

東北大学病院 跡部志穂子
東京慈恵会医科大学附属病院

ポスター会場：311・312（3F）
14：00〜15：00

尚子

東藤麻佑子

関口茉梨子

11 月 23 日（金)

染
司会：米田ひろ美（総合病院聖隷浜松病院)

P Ⅰ-1

整形外科インプラント手術における手術用手袋の術中ピンホール発生の実態調査

P Ⅰ-2

手術室看護師に対するシールドマスク着用の習慣化と必要性の実感による着用状況の向上

岡山済生会総合病院 尾崎

彰彦

富山赤十字病院 黒田麻奈絵
P Ⅰ-3

効果的な術前消毒薬の選択及び消毒方法の一考察
-より良い手術環境の提供を目指して-

P Ⅰ-4

春日部市立病院 椛島

整形外科領域における手術器材の洗浄方法の評価
-ATP 拭き取り検査を実施して-

あんしんクリニック 立花久美子

P Ⅰ-5 A 病院手術室における SSI 発生要因の分析と対策
P Ⅰ-6

佐和

ウォーターレス法導入への取り組み

15：05〜16：05

徳島県立三好病院
東京都立多摩総合医療センター

小﨑

敏史

赤嵜 千春

示説Ⅲ：看護教育 1
司会：弘末 正美（高知大学医学部附属病院)

P Ⅲ-1

手術室実習に対する学生の満足感 -実習形態による比較-

P Ⅲ-2

学習教材としての e ラーニング導入とその効果

P Ⅲ-3

自家麻酔導入に向けた麻酔 OJT の有用性と今後の課題

P Ⅲ-4

心臓血管外科器械出し看護師のストレス

岩手県立大学

小澤

尚子

箕面市立病院 永田

明子

財団法人倉敷中央病院 植田

優子

-トレーニングに入る前の看護師のサポート体制作り沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 我那覇裕子
P Ⅲ-5

緊急帝王切開術に対する手術室看護師の不安

16：10〜17：10

国立病院機構小倉医療センター

福田

奈々

示説Ⅴ：その他
司会：二木 豊美（小松市民病院)

P Ⅴ-1 意識下手術を受ける患者と外回り看護師の関わりの実際 -プロセスレコードを通して福井県済生会病院
P Ⅴ-2

田中

正巳

A 病院における手術看護外来のニーズ調査
-手術患者の看護を通して-

P Ⅴ-3

小児の術前訪問と保護者同伴入室における看護ケアの検討

P Ⅴ-4

手術看護啓発のための取組み

-対象理解に基づいたプレパレーションによる効果-小学生への手術医療体験を実施してP Ⅴ-5 患児の術前不安と同伴入室に対する家族の受け止め

公立富岡総合病院

小井出知寿子

伊那中央病院 酒井

裕美

森ノ宮医療大学 吉川

有葵

市立岡谷病院 風間

和子

ポスター会場：313・314（3F）
14：00〜15：00

11 月 23 日（金)

示説Ⅱ：看護記録
司会：山本 千恵（倉敷中央病院)

P Ⅱ-1

院内 LAN を活用した手術手順マニュアル変更の過程と結果

P Ⅱ-2

看護記録の質的監査の有用性
-効果的な PDCA サイクルの取り組み-

P Ⅱ-3

体位固定表の作成

P Ⅱ-4

手術管理システム導入時の看護部門確立に向けての取り組み

大津赤十字病院

小林

祐子

がん・感染症センター都立駒込病院

谷黒三津子

ベルランド総合病院

西野加奈子

-既存のシステムとの連携，手術看護記録のサマリー化を行って町田

美夏

順天堂大学 水谷

郷美

財団法人長野市保健医療公社長野市民病院
P Ⅱ-5

医中誌 Web を使用した手術に関する看護研究の動向分析

15：05〜16：05

示説Ⅳ：術前・術中・術後訪問
司会：赤間美恵子（東北労災病院)

P Ⅳ-1

術後カンファレンスによる外回り看護師における看護実践への思い

P Ⅳ-2

術前オリエンテーションによる不安の軽減

富山県済生会富山病院

-術前訪問用ブックによる説明と DVD 視聴による術前訪問を比較してP Ⅳ-3

周手術期看護におけるプライマリー制導入への取り組み

P Ⅳ-4

術中家族看護を考える

-術前・術後訪問，術中看護に関わった看護師の思い-家族へのアンケート調査を実施してP Ⅳ-5

ルミ

医療法人新青会川口工業総合病院

新井

玲子

社会福祉法人三井記念病院

小島

仁美

示説Ⅵ：手術室運営，看護管理
司会：赤眞

P Ⅵ-1

岡崎市民病院 稲石志津子
松阪中央総合病院 吉田

術後訪問に対する患者の意識調査

16：10〜17：10

絵美（日本赤十字社和歌山医療センター)

手術室看護師の 2 次救急外来導入までの取り組みとその効果
大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター

P Ⅵ-2

森田 風美

中橋さつき

A 病院における手術器材準備のシステム化
-ピッキングリスト整備から個人カート作成への実践報告神戸市立医療センター中央市民病院

P Ⅵ-3

器械出し看護師の疲労の軽減に対する効果の検証

P Ⅵ-4

体位固定具のセット化

-空腹時にチョコレートを摂取して-

前田 淳子

国立病院機構東徳島医療センター

長山

泉

ベルランド総合病院

高井

正幸

第日目

プログラム

第 1 会場：メインホール（1F）
9：00〜11：00

11 月 24 日（土)

シンポジウムⅡ：早期回復に向けたチーム医療に連携した看護のあり方
-ERAS を学ぼう司会：落合
藤本

亮一（東邦大学医学部麻酔科学第一講座)
陽子（兵庫医科大学病院)

S Ⅱ-1

当科における ERAS プログラムの導入と実践の経験

S Ⅱ-2

当院の ERAS プロトコールの現状

大阪府済生会千里病院消化器・泌尿器外科病棟

S Ⅱ-3

手術看護師として ERAS を考える

成田赤十字病院手術室

加納

由佳

S Ⅱ-4

全ては術後回復能力強化のために

神奈川県立保健福祉大学

谷口

英喜

11：10〜12：00

帝京大学医学部附属溝口病院外科

辻

寛行
佳那子

大会長講演
司会：菊地

手術看護の輪

雅文（戸田中央医科グループ医療法人柏堤会)

-手術看護の連携を目指した関東甲信越地区の取り組み小田原市立病院

14：00〜15：00

虫明

石山

映子

特別講演
司会：高橋ひとみ（東北公済病院)

寄木細工師の作品への心
15：10〜16：10

-作品を作る誇りと満足感-

箱根寄木細工伝統工芸士

1-1 移植手術（臓器摘出手術）の実態調査報告

2 日本手術看護学会手術室要員算定調査報告

敦志（董仙会恵寿総合病院)

日本手術看護学会関東甲信越地区調査研究グループ

1-2 臓器提供施設での手術室の準備・実際について

佐藤美智子

前橋赤十字病院

三枝

典子

東海大学医学部付属八王子病院

上野

正文

-算定式の活用方法について-

トピックスⅢ
司会：菅原

手術看護業務実態調査報告
17：10〜17：20

実夏（札幌医科大学附属病院)

日本手術看護学会手術看護業務の整理と分析グループ

分倉千鶴子

閉会式：第 27 回年次大会案内・次期大会長挨拶
日本手術看護学会大阪地区会長

17：20

昇

トピックスⅡ
司会：金森

16：10〜17：10

本間

菊地

雅文

閉会の辞
日本手術看護学会関東甲信越地区副会長 横田富美子

第 2 会場：501・502（5F）
8：10〜9：00

11 月 24 日（土)

モーニングセミナー 1：内視鏡下手術に潜むリスク
司会：古川 美紀（関西電力病院）豊島

10：00〜11：00

研究発表

第 13 群：皮膚神経障害 3
座長：別宮

13-1

康仁（大阪市立総合医療センター)

A 病院における褥瘡発生の報告

百合（愛媛大学医学部附属病院)
金沢医科大学病院

仲川幸太郎

13-2

術中腹臥位での褥瘡予防への取り組み
-フィルムドレッシングとポリエチレンジェルシートを使用した場合の効果の比較日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院

13-3

長期経過を要した褥瘡の 1 症例

13-4

小児手術における皮膚損傷予防について

13-5

鏡視下肩関節手術後の皮膚障害改善への取り組み

11：05〜12：05

研究発表

木下

藍

金沢医科大学病院 熊谷あゆ美
-標準化に向けた取り組み-

国立成育医療研究センター

安齋

由衣

福岡県済生会八幡総合病院

倉本

優

第 16 群：危機管理 2
座長：溝口 美和（大阪医科大学附属病院)

16-1

開心術におけるチーム医療の安全向上を目指した取り組み
-クルーリソースマネジメントを導入して-

16-2

輝一

国立病院機構九州医療センター 石橋

秀一

岩手医科大学附属病院 高橋

俊成

岩手県立釜石病院 松田

茂雅

A 病院手術室における停電時対応トレーニングの検討
-フローチャートに基づくシミュレーション学習の効果-

16-3

旭川赤十字病院 尾嶋

東日本大震災後のアンケート調査からの課題
-災害発生時現場の体系的対応（CSCATTT）による分析-

16-4

手術室災害訓練におけるアクションカードの効果

16-5

パニックボードの表記方法の改善

12：20〜13：20

大垣市民病院 林

里衣

ランチョンセミナー 5
司会：田中 直文（東京医科歯科大学附属病院手術部)

IC トレーサーによる安全管理の構築 -ガーゼ遺残予防策の質の向上-

15：10〜17：10

昭和大学病院

石橋まゆみ

教育セミナー

認定看護師による安全な体位確保を目指して パートⅤ -チームで行う手術体位の工夫司会：麦島

貴子（駿河台日本大学病院)

関東甲信越地区手術看護認定看護師チーム
金沢 孝満（東京大学医学部附属病院大腸・肛門外科）張

京浩（同 麻酔科）

第 3 会場：503（5F）
8：10〜9：00

11 月 24 日（土)

モーニングセミナー 2：PPE（防護具）は正しく着用できていますか？
司会：藤原 和世（神戸市地域医療振興財団西神戸医療センター）野端

10：00〜11：00

研究発表

第 14 群：感

染
座長：竹崎

14-1

患者を含むチームで取り組んだ SSI 防止対策は有効

14-2

手術室外回り看護師のゴーグル着用の現状と認識調査

14-3

術前口腔管理における手術室と病棟看護師へのアプローチ

14-4

A 病院の手術室及び中材業務における血液飛散の実態調査

14-5

A 病院におけるパワーツールの洗浄方法の実態調査

-感染対策への意識改革-

11：05〜12：05

研究発表

万里（市立豊中病院)

裕子（神戸市立医療センター西市民病院)
西宮市立中央病院 渡辺

綾子

東北厚生年金病院 佐藤

大介

富山県厚生連滑川病院 堀田

愛子

医療法人綮愛会石川病院

大西

由美

岡山済生会総合病院 岡田

富美

第 17 群：心理的援助，その他
座長：佐々木葉子（宮城社会保険病院)

17-1

局所麻酔で手術を受ける認知症様症状を呈する
患者への術中の不安を軽減する試み

17-2

水島協同病院 畑本亜希子

後期高齢者の周術期におけるストレス分析
-ラザルスのストレス・コーピング理論を用いた症例検討-

KKR 札幌医療センター 児玉

美樹

京都市立病院機構京都市立病院 畑中

憲一

17-3 男性看護師に対する女性患者の心理
-脊髄クモ膜下麻酔手術を受けた患者のインタビューより-

17-4

外科腹腔鏡手術で光学視管が曇る条件と湯せん方法の改善策

上尾中央総合病院 町田

17-5

帝王切開時の肩痛発生に対する取り組み

石川県立中央病院

17-6

乳房切除術を受ける女性患者の恥ずかしさと手術室看護師の介入の評価

12：20〜13：20

ランチョンセミナー 6

-5度頭高位の有効性について-

繁生

加納亜矢子

旭川医科大学病院 後藤

緑

手術室での褥瘡発症要因とその対策
司会：村上

正洋（日本医科大学武蔵小杉病院形成外科)

佐々木久美子（日本医科大学武蔵小杉病院)
周術期における褥瘡予防 -手術体位との関連について-

13：30〜14：00

北海道大学大学院情報科学研究科 髙橋

誠

総会
司会：薦田しず江（千葉大学医学部附属病院)

14：10〜15：10

研究発表

第 19 群：手指消毒，その他
座長：松原 裕子（公立陶生病院)

19-1

手術室内における手指衛生遵守向上への取り組み
-WHO 手指衛生チェックシートによる直接観察法を実施して-

19-2

高砂市民病院

福田

純子

市立旭川病院

長井

香織

箕面市立病院 四宮

聡

労働者健康福祉機構九州労災病院門司メディカルセンター 望月

玉青

聖隷横浜病院 春川

真紀

1％クロルヘキシジングルコン酸塩含有手指消毒剤導入に向けた
手術時手指消毒効果の検討

19-3

A 病院における卵巣手術の手術部位感染リスク要因の検討と感染対策の評価

19-4

ウォータレス擦式手指消毒法導入後の実態調査
-細菌学的検査・非参加型観察法による現状把握-

19-5 ラビング法の有効性
19-6

手術室看護師の手に含まれる水分量と蒸散量の検証
-ブラッシング法とラビング法を比較して-

15：15〜16：15

研究発表

北海道大学病院

田川史穂里

第 20 群：その他 2
座長：佐々木久美子（日本医科大学武蔵小杉病院)

20-1

緊急帝王切開手術におけるエキスパート看護師が行う実践知に関する研究

20-2

手術看護の専門性獲得に関連する要因の探索

20-3

手術器械準備の中に隠された専門性探求

20-4

外回り看護師の手術患者に対する生命の捉え方

20-5

業者貸出し手術器械の取り扱いについて
-全国医療施設へのアンケート調査結果の報告-

東京女子医科大学

幸江

大阪警察病院手術医療センター 池邊

美佳

近大姫路大学

小西美和子

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 嵩下喜久乃

11 月 24 日（土)

モーニングセミナー 3：クリニカルラダーの活用について
司会：佐藤 澄子（杏林大学保健学部）坂本

10：00〜11：00

加容子

古島

第 4 会場：301（3F）
8：10〜9：00

県立広島病院 西

研究発表

文子（元山梨大学大学院医学工学総合教育部)

第 15 群：看護教育 3
座長：藤田喜美恵（山口大学医学部附属病院)

15-1

手術室への肯定感と現任教育の受け止めとの関連に関する研究

昭和大学藤が丘病院 岡田

15-2

手術室での教育方法の再検討 -術中急変対応について-

15-3

手術室看護に対する看護師のやりがい -病棟からの勤務異動後の変化-

15-4

看護部クリニカルラダーに手術室研修を取り入れて

15-5

手術看護技術チェックリストの効果

15-6

心臓外科手術における器械出し看護師の精神的ストレスに関する研究

貴枝

高松赤十字病院

中塚

あや

西尾市民病院

小林

真理

埼玉県済生会川口総合病院 北山

真澄

東京都保健医療公社豊島病院 釘尾智恵子
金沢大学附属病院

山本

愛依

11：05〜12：05

研究発表

第 18 群：手術室運営，看護管理，看護倫理
座長：中澤

18-1 患者入室から手術開始までのプロトコル導入による時間短縮の効果
18-2

晶子（公立丹南病院)

山形大学医学部附属病院 須田

義恵

医事請求システム構築による看護業務の負担軽減の効果
-注射薬自動認識装置（スペーサー）を活用して-

遠賀中間医師会おんが病院

18-3

手術室看護師の自己効力感とストレスの関連について

18-4

術前準備の時間短縮と標準化を目指した業務整理
-キット導入と術式別準備表の運用-

18-5

手術室看護師の倫理的問題に対する認識と行動の経験年数による相違

12：20〜13：20

ランチョンセミナー 7

月城

志信

国立病院機構善通寺病院 池下

大祐

千葉大学医学部附属病院 池田

鮎美

西東京中央総合病院 市ノ渡奈津子

傷をきれいに，より美しく -医師と看護師

2 つの視点から-

司会：佐々木 寛（東京慈恵会医科大学附属柏病院産婦人科)
乳がんはこうやってきれいに治す

医療法人社団ナグモ会ナグモクリニック 南雲

手術室から患者さんの為にできること

14：10〜15：10

-チームでの取り組み-

東京慈恵会医科大学附属柏病院 牛久

律子

看護管理受講者報告会
司会：濱田

手術の安全な実施にむけての看護師長の関わり

正美（九州大学病院）中川 朋子（福岡大学病院)

-手術の安全確認チェックリストを活用して-

看護師が専門性を発揮できる環境を整える

金沢大学附属病院 坂尾

雅子

社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 横田

佳子

眼科術式別看護実践評価表の作成と活用に向けての取り組み

明石市立市民病院 西

手術室教育に診療科別学習基準を取り入れて

15：15〜16：15

吉則

研究発表

平成紫川会小倉記念病院 市川

尊子
真弓

第 21 群：術前・術中・術後訪問 2
座長：薦田しず江（千葉大学医学部附属病院)

21-1

手術中待機する家族の不安への援助 -術中訪問の有効性の検討国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院

中村奈津美

21-2 da Vinci 支援下心臓手術に対する術前訪問と術中看護の検討
-手術後の患者の語りから21-3 白内障患者へパンフレットを用いた術前訪問による不安の軽減
21-4

川合

由香

JA 長野厚生連小諸厚生総合病院

小林

直美

国立病院機構長崎医療センター

山崎

智子

東京都立広尾病院

安江

真澄

埼玉県立小児医療センター

加藤

晴美

小児手術における保護者の心情について
-保護者のアンケート結果より-

21-5 手術室における不安に繋がる環境の分析
21-6

金沢大学附属病院

術前訪問用紙の活用の方法

第 5 会場：302（3F）
8：10〜9：00

11 月 24 日（土)

モーニングセミナー 4：グッドケアを語ろう！ -私が体験した手術看護司会：土藏 愛子（元聖母大学)
中山 真人（北里大学病院）濱田 弥生（大阪警察病院)
弓桁知佳子（東海大学医学部付属八王子病院）一ノ澤斉子（NTT 東日本関東病院)

10：00〜11：00

中堅者受講者報告会
司会：工藤

早苗（京都第二赤十字病院）横田富美子（済生会川口総合病院)

コミュニケーションの円滑な手術室を目指して
手術室看護師としてのモチベーションをあげる活動
2 年目看護師に対する教育プログラムの作成に向けて
医療安全に対するリスク感性の育成の取り組み
看護倫理に関する取り組み

-中堅者教育セミナーを受講して-

麻酔科術前外来での患者情報収集の標準化に対する取り組み

神奈川県立汐見台病院 犬飼

亜紀

岡崎市民病院

神谷

崇

京都府立医科大学附属病院

山内

薫

労働者健康福祉機構山口労災病院

藤井

泉

関西電力病院 宗野

文恵

滝口

一彦

東邦大学医療センター大森病院

11：05〜12：05

認定看護師活動報告会
司会：小澤 聡貴（東海大学医学部付属八王子病院）松元

手術室看護師の主体性を重視した学習会の取り組み

岐阜市民病院 石原

周術期看護連絡会開催の取り組みと課題

名古屋市立東部医療センター

手術看護認定看護師 7 回生活動報告

熊本市立熊本市民病院

病棟勤務を経験して気づいたこと

財団法人医療公社長野市民病院

皮膚・排泄ケア認定看護師との協働を目指して

がん・感染症センター都立駒込病院

術前外来における手術看護認定看護師としての関わりと今後の課題

12：20〜13：20

木村

奈々
敦子

山上進之介
赤城

信江

大地友記子

国立病院機構浜田医療センター 松本

恵

ランチョンセミナー 8
司会：大鐘

米国における手術室の安全対策の現状

14：00〜15：00

勇智（鹿児島市立病院)

-患者と医療従事者を守る-

隆宏（名古屋第一赤十字病院)

Medline Industries, Inc.

Kimberly Haines

市民公開講座
司会：松沼 早苗（自治医科大学附属病院)

手術室紹介

-患者さんの安全を守るために-

藤沢市民病院 松嵜

ポスター会場：311・312（3F）
10：00〜11：00

愛

11 月 24 日（土)

示説Ⅶ：危機管理
司会：山田みゆき（佐賀大学医学部附属病院)

P Ⅶ-1

手術室災害マニュアルの改正への取り組み

P Ⅶ-2

東日本大震災を経験した手術室看護師の行動

-火災を想定した災害シミュレーションの検証から-振り返りと課題P Ⅶ-3

意識下の手術中に被災した患者の心理を調査して

P Ⅶ-4

災害シミュレーションを実施して

星ヶ丘厚生年金病院 池内

美幸

財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 斉藤

裕子

-患者が求める災害時対応の検討-

国立病院機構宮城病院 久米本佐都美
大牟田市立病院 梅原

-災害時の行動の統一化を目指してP Ⅶ-5

手術室の災害対策 -マニュアル作成と手術室看護師の意識向上を目指して-

11：05〜12：05

砂川市立病院

山澤

由美
理恵

示説Ⅸ：看護教育 2，その他
司会：延安 悦子（元県立淡路病院)

P Ⅸ-1

手術室新人看護師の術前訪問に関する意識の変化

P Ⅸ-2

心臓血管外科手術器械出し看護技術習得に対する
支援プログラムの作成

P Ⅸ-3

麻酔看護研修を受けた手術室看護師の行動変容

P Ⅸ-4

手術室における新人教育の検討

P Ⅸ-5

手術時手洗い後の速乾性アルコール消毒薬の使用を
習慣化させるための関わり

14：10〜15：10

国立病院機構別府医療センター 嘉村
岩手県立中央病院

梢

木村ひろみ

秋田大学医学部附属病院

加藤

晴香

大牟田市立病院

橋本

弥生

医療法人社団明石医療センター 新田

菜美

示説Ⅺ：皮膚神経障害 2，体温管理
司会：堤 佳代子（京都市立病院機構京都市立病院)

P Ⅺ-1

腹臥位における頭頚部の角度と顔面に加わる圧の検討

P Ⅺ-2

保温覆布を使用した開脚位手術の術中体温保温方法の検証

P Ⅺ-3

パークベンチ位における術中褥瘡予防の取り組みについて

P Ⅺ-4

人工股関節置換手術における医原性皮膚障害の予防

-リモイスパッド®
の有効性の検証による皮膚保護を試みて-リモイスパッド®
P Ⅺ-5

術中患者加温の効果に関する研究

大阪医科大学附属病院 石橋

秋奈

公益財団法人慈愛会今村病院 園田

孝輔

関西労災病院 武田

愛

阪南医療福祉センター阪南中央病院

谷口

尚子

川崎医科大学附属病院 高垣

祐枝

P Ⅺ-6

イソジンドレープ（IOBAN®
）を用いた
心電図電極による皮膚障害予防の一例

足利赤十字病院

ポスター会場：313・314（3F）
10：00〜11：00

大輪

夏子

11 月 24 日（土)

示説Ⅷ：安全管理
司会：浅井 貴子（JA 北海道厚生連札幌厚生病院)

P Ⅷ-1

下肢手術における手術部位マーキング方法の評価①
-手術室看護師にアンケート調査を実施して大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター

P Ⅷ-2

山本 陽介

下肢手術における手術部位マーキング方法の評価②
-病棟看護師にアンケート調査を実施して大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター 築谷

P Ⅷ-3

閉創前タイムアウトにおける医師・看護師の行動に対する現状把握

愛媛県立新居浜病院 近藤

P Ⅷ-4 「医療安全情報」の効果の検証 -医療安全対策の周知徹底を目指して-

眞一
幸子

岩手医科大学附属病院 畠山亜紀子

P Ⅷ-5 大骨頚部骨折手術時の上肢固定帯の改良
-体格を考慮した安全・安楽な体位固定-

11：05〜12：05

大阪船員保険病院

山口

幸

示説Ⅹ：皮膚神経障害 1
司会：島田 由子（桐生厚生総合病院)

P Ⅹ-1 脊椎手術腹臥位における顔面の褥瘡に対する取り組み

九州大学病院 野上

朋一

P Ⅹ-2 周手術期の皮膚状態が共通理解できるように
手術患者皮膚状態チェック表と色スケールを活用しての記録の変化

市立湖西病院 松本由紀子

P Ⅹ-3 ダヴィンチサージカルシステム導入における手術体位固定
-25°頭低位砕石位の体圧・ずれ力の検証P Ⅹ-4

千葉大学医学部附属病院 吉田

晴

胸腔鏡下肺切除（側臥位）術における皮膚障害予防の試み
-マジックベッド（陰圧式体位固定器具）とソフトナース併用による体位固定法を実施して外間

清朗

阿南医師会中央病院 佐藤

京子

社会医療法人敬愛会中頭病院
P Ⅹ-5

乳腺手術時の上肢挙上体位保持の工夫 -上肢挙上枕と手持ち用具を考案して-

