第日目

プログラム

第 1 会場：A Ⅱホール（B2F）
8：45〜9：00

オリエンテーション

9：00〜9：20

開会式

10 月 18 日（金)

第 27 回大会長挨拶

日本手術看護学会大阪地区会長

菊地

雅文

日本手術看護学会理事長

菊地

京子

理事長挨拶
来賓祝辞

9：30〜10：20

公益社団法人大阪府看護協会会長

招待講演
司会：菊地

看護教育の変遷と探求

京子（東邦大学医療センター大橋病院)

-周術期看護における手術室看護師の目指す職場つくり国際医療福祉大学生涯教育センター

10：30〜11：20

坂本

眞美

大会長講演
司会：濱田

手術看護師のコンピテンシーを考える

11：50〜12：50

伊藤ヒロコ

正美（九州大学病院)

社会医療法人緑泉会米盛病院

菊地

雅文

ランチョンセミナー 1
司会：菊地

雅文（社会医療法人緑泉会米盛病院)

手術室管理者が考える手術室環境
-心理的環境からサージカルスモーク危険予防まで-

13：10〜14：00

小田原市立病院

映子

トピックスⅠ
司会：本山

周術期管理チームでの看護師の役割

14：10〜15：00

石山

裕子（医療法人医誠会医誠会病院)
市立豊中病院麻酔科

高田

幸治

トピックスⅡ：低侵襲手術の現状と展望
司会：山田みゆき（佐賀大学医学部附属病院)

1．消化器外科領域におけるロボット手術の最前線

藤田保健衛生大学上部消化管外科

宇山

一朗

藤田保健衛生大学病院

柴田

朋恵

2．チームで取り組むロボット支援下手術
-当院でのチーム医療・看護師の視点から-

15：10〜17：00 シンポジウムⅠ：
周術期看護の充実に向けて -手術室看護師が術前看護でやるべきこと司会：石橋まゆみ（昭和大学横浜市北部病院）草柳かほる（東京女子医科大学看護学部)
S Ⅰ-1

術前検査センターの役割

S Ⅰ-2

手術室看護師が行う術前看護

S Ⅰ-3

手術室看護師が術前看護でやるべきこと

S Ⅰ-4

効率的手術室運営からみた短期入院手術センターの運用

JA 長野厚生連佐久総合病院 油井

律子

鳥取大学医学部附属病院 森田

理恵

岡山大学病院

佐藤真千子

東海大学医学部医学科外科学系麻酔科 西山

第 2 会場：A Ⅰホール（B2F）
9：30〜10：20

研究発表

純一

10 月 18 日（金)

第 1 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅰ
座長：岩永

千秋（関西労災病院)

1-1 腹臥位手術における顔面表皮剝離減少へのアプローチ
-術中除圧の効果を被験者で計測して-

労働者健康福祉機構千葉労災病院

五十嵐典子

1-2

長時間手術における発赤発生率の低下を目指して
-長時間手術褥瘡予防マニュアルの背抜き効果を検証して-

1-3

社会医療法人母恋日鋼記念病院

ポートアクセス僧帽弁手術における術中体位変換の導入
-安全な手術の実施から安楽な手術への試み-

1-4 載石位手術における褥瘡予防
1-5

伏見真由子

心臓病センター榊原病院

-新型マットレス導入の評価-

研究発表

幸二

熊谷あゆ美

東芝林間病院

比田井陽子

術前術中褥瘡アセスメント用紙の導入とその有効性についての検証

10：30〜11：20

田村

金沢医科大学病院

第 5 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅱ
座長：津田

恵（公立豊岡病院組合立豊岡病院)

5-1 脳神経外科パークベンチ体位手術における体位固定マニュアルの有用性の検討
金沢大学附属病院

帰山絵津子

5-2 ケント牽引・術中体位変換による体圧・ズレ力の増強が及ぼす頭部褥瘡発生の分析
広島赤十字・原爆病院

砂田

恵子

JA 広島厚生連廣島総合病院

宮田

真奈

徳島大学病院

平井

佐和

旭川赤十字病院

西澤

佳代

5-3 側臥位手術の褥瘡予防の工夫
-タイミングを考慮した術中背抜きを実施して5-4 末梢神経障害予防への取り組み
-ロボット支援下前立腺悪性腫瘍手術における有効な下後面体圧測定時期の検討5-5 パークベンチ体位の褥瘡発生率低減への取り組み

11：50〜12：50

ランチョンセミナー 2
司会：水谷

光（労働者健康福祉機構大阪労災病院中央手術部)

データで変える私たちの職場『手術室』

13：10〜14：00

研究発表

高知大学医学部附属病院手術部

山﨑 一郎

第 9 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅲ
座長：井岡 京子（埼玉医科大学病院)

9-1

術中の上肢固定法の検討
-前腕 30 度拳上手台を用いた上肢固定を行って-

国立病院機構都城病院

亀元

美紀

東京都健康長寿医療センター

谷口

康子

高橋

照代

飯坂

昇子

国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 靍田

幸恵

9-2 腹臥位手術時の皮膚保護について
-フィルム材から皮膚被膜材への変更-

9-3 全身麻酔下でのベアハガー®
使用による皮膚トラブル防止の観察時間について
-30 分毎の観察の妥当性の調査-

埼玉医科大学病院

9-4

4 点支持マットを用いた腹臥位で腰椎手術を受ける患者の褥瘡予防を目指した取り組み

9-5

レビテーター®
を使用した腹腔鏡下大腸切除術における腓骨神経麻痺の危険因子の検討

秋田社会保険病院

14：10〜15：00

研究発表

第 13 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅳ
座長：村井

律子（名古屋大学医学部附属病院)

13-1 胸腔鏡下手術における側臥位マニュアルの有効性の検証
-マニュアル作成前後の皮膚・神経トラブルを比較して13-2

沖縄県立北部病院

新里

千恵

神戸市医療センター中央市民病院

時長

静佳

心臓血管外科手術における神経障害発生の現状
-体位固定の観点から-

13-3 PalmQ®
（携帯型接触圧力測定器）を使用したポジショニング
-二分脊椎患児の褥瘡予防のチームマネジメント13-4

佐賀大学医学部附属病院

橋本真由美

腕神経叢麻痺を予防する腹腔鏡下低位前方手術時体位固定方法の検討
広島赤十字・原爆病院

管田

忍

13-5 腹臥位手術における皮膚障害発生要因の分析
-褥瘡発生好発部位観察表の導入 第二報-

大津市民病院

梶浦亜加音

15：10〜16：00

トピックスⅢ
司会：三枝

典子（前橋赤十字病院)

安全な手術看護実践に向け取り組むべきこと
-腹腔鏡下手術における看護師の果たすマネジメントとは近畿大学医学部外科学内視鏡外科部門

17：10〜18：10

今本

治彦

大阪警察病院 池邊

美佳

イブニングセミナー 1
司会：大里

浩樹（市立堺病院外科)

リスクマネージメント対策の強化 -知っておくべき血液体液暴露予防対策神戸大学医学部附属病院感染制御部 李

第 3 会場：C ホール（B2F）
9：30〜10：20

研究発表

宗子

10 月 18 日（金)
第 2 群：術前・術中・術後訪問Ⅰ
座長：田代 純子（大阪労災病院)

2-1

手術室内術前診察・面談における患者評価の分析

2-2

A 手術室における満足度調査の結果

2-3

前回帝王切開患者の気持ちに沿った看護
-手術前と手術後のインタビューから患者の思いを知る-

2-4

周術期管理活動が患者に及ぼす影響を知る

2-5

術後訪問に対する手術室看護師の意識調査

10：30〜11：20

研究発表

NTT 東日本東北病院

相澤

紀子

館林厚生病院

田中

大輔

社会保険相模野病院

-術後訪問の定着にむけて-

玄蕃こずえ

高砂市民病院

西川

飛鳥

千葉県こども病院

高屋

公和

第 6 群：術前・術中・術後訪問Ⅱ
座長：佐藤美智子（NTT 東日本関東病院)

6-1 患児に対する術前訪問内容の検討
-術後患児は「頑張った」と思えるか-

和歌山県立医科大学付属病院

森木

麻衣

日本赤十字社医療センター

石井

典子

労働者健康福祉機構和歌山労災病院

宮本

寿世

6-2

術後訪問導入期における訪問実態の調査及び手術室看護師の術後訪問に対する意識調査

6-3

小児手術にプレパレーションを用いた術前訪問の効果
-小児目線から見た手術室風景を取り入れた紙芝居を導入して-

6-4

手術看護における患者参画に対する看護師の思い
-患者参画型看護計画を立案した事例のインタビュー分析を通して労働者健康福祉機構長崎労災病院

折原未亜子

6-5 よりよい術中訪問の方法を目指して
-手術待機患者家族の不安の実態把握，STAI を用いて-

11：50〜12：50

新古賀病院

山口

徹也

ランチョンセミナー 3
司会：高階 雅紀（大阪大学医学部附属病院中央材料部)

OR ナースの滅菌知識。教育が果たす決定的役割！
-The crucial Role of Education in sterile supply-

13：10〜14：00

研究発表

Jan Huijs

第 10 群：患者・家族への心理的援助Ⅰ
座長：島田 由子（桐生厚生総合病院)

10-1

手術室における不安につながる環境の分析 第 2 報
-アンケートの自由意見欄から得られた患者の思い-

10-2

東京都立広尾病院

小野佐知子

意識下手術を受ける患者への音に対する不安の緩和
-耳栓装着と骨伝導ホンによる音楽鑑賞の活用-

兵庫県立加古川医療センター

前田

純子

10-3

手術終了を待つ家族のニードと病棟看護師の関わりにおける考察
-手術終了を待つ家族と病棟看護師に質問紙調査を実施して国立病院機構姫路医療センター

10-4

小児手術に同伴する母親が手術室看護師に求める看護ケア

10-5

地域に向けた手術室見学会

14：10〜15：00

研究発表

久留米大学病院
京都民医連中央病院

大久保江梨
藤野

雅子

阿波めぐみ

第 14 群：患者・家族への心理的援助Ⅱ
座長：大鐘

隆宏（名古屋第一赤十字病院)

14-1 反復帝王切開術時のバースプランに沿った手術室看護を目指して
-立ち会い帝王切開術前後のインタビュー調査を行って-

公立南丹病院

14-2

タッチングが全身麻酔をうける患者にもたらす影響

地域医療振興協会飯塚市立病院

14-3

手術室入室時から麻酔導入までの患児に音楽を提供していることの効果
埼玉県立小児医療センター

14-4

航大

伊藤あずさ
田中

美規

整形の四肢の手術を受ける女性患者の羞恥心に考慮した取り組み
-ペーパーブラを使用して-

14-5

尾上

済生会熊本病院

高田さゆり

術中待機している患者家族への支援
-術中訪問導入に向けて問題点の明確化-

15：10〜16：00

研究発表

群馬大学医学部附属病院

齊藤

鮎美

第 17 群：患者・家族への心理的援助Ⅲ
座長：芳賀真理子（北海道大学病院)

17-1

術前オリエンテーションを体験した幼児後期の反応から捉えたかかわり
-A 大学病院における術前訪問，手術見学，手術当日を通して-

17-2

プロポフォール注射時の血管痛と痛み予告の関係性

17-3

小児が安全に麻酔をうけるために

札幌医科大学附属病院

堀尾

美穂

北播磨総合医療センター

工藤

絢美

三田市民病院

大西

忍

社会医療法人大道会森之宮病院

山本

芽生

関西医科大学附属枚方病院

奥田

梢里

-麻酔科医との認識の統一-

17-4

-麻酔導入時と覚醒時に DVD 視聴を試みて-

タブレット型端末機器使用による患児の麻酔導入中の効果について
-使用前と使用後の患児の様子を比較して-

17-5 効果的な術前プレパレーション方法の検討

17：10〜18：10

イブニングセミナー 2
司会：南

正人（大阪大学医学部附属病院手術部)

凛とした勁さと一徹。綴り返し使用できるコンテナシステム。
-Rigid Reusable Container Systems-

Marcia Frieze

第 4 会場：D ホール（B2F）
9：30〜10：20

研究発表

10 月 18 日（金)
第 3 群：看護記録，クリニカルパス
座長：安藤 昌代（大阪大学医学部附属病院)

3-1

手術看護実践内容を可視化する

-NANDA 看護診断を活用して-

奈良県立五條病院

大谷

京美

3-2

手術後申し送りにおける外科的アプガースコア利用の検討

医療法人社団輔仁会太田川病院

西村

有永

3-3

看護記録の改善が手術看護の専門性に対する満足度へ与える影響について
桐生厚生総合病院

島田

由子

倉敷中央病院

山本

千恵

-看護過程の展開を意識した看護記録の導入3-4

術前外来における看護アセスメントの分析

3-5

A 手術室スタッフのフォーカスチャーティング®
記録に対する現状調査
-教育実施後の自己評価結果と監査による他者評価結果を比較して-

愛知厚生連海南病院

坪井絵梨奈

10：30〜11：20

研究発表

第 7 群：継続教育Ⅰ
座長：宮川久美子（福井大学医学部附属病院)

7-1

術中体位の影響による合併症予防に向けた取り組みの評価

7-2

リーダー業務習得に向けた教育システムの構築

-手術室看護だよりから手術室での体験型勉強会-

横浜新緑総合病院

福永

恵美

富田浜病院

鵜川

実紗

米沢市立病院 渡部

直樹

7-3 iPad®
を用いた器械出し看護師への教育ツールとしての有用性
7-4

A 病院手術室中堅看護師への教育システムの課題

7-5

事例発表を行うことが術中急変を体験した看護師の思いに与える影響

11：50〜12：50

JA かみつが厚生連上都賀総合病院
倉敷中央病院

大橋 文子
高橋 明子

ランチョンセミナー 4
司会：斉藤 信彦（ナガイレーベン(株))

看護視点で考える手術ユニホーム

-白衣から術衣に着替えたナースへのメッセージ大阪府済生会茨木病院手術室 及川

13：10〜14：00

研究発表

慶浩

第 11 群：新人教育Ⅰ
座長：青野 愛里（高知大学医学部附属病院)

11-1 新人ローテーション研修における手術室のイメージと研修内容の評価
-新人看護職員研修を導入して11-2

平成紫川会小倉記念病院 若曽根明子

看護学生に対する手術室見学パンフレットを用いての説明に対する意識調査
前橋赤十字病院

上林

伸宜

11-3 新人看護師における手術センター研修の効果

仙台市立病院

11-4 新人看護師への支援状況の調査

市立旭川病院 杉野めぐみ

14：10〜15：00

研究発表

第 15 群：新人教育Ⅱ
座長：平

15-1 新人教育における指導要綱の活用 -統一した新人教育を目指して15-2

小野由美子

頭蓋底手術における器械出し看護師の役割と重要性

敦子（広島市立安佐市民病院)
済生会宇都宮病院

平野

詠子

横浜新都市脳神経外科病院 池田

由美

15-3 異文化で生活してきた手術患者の背景を考慮した関わりについての一考察

トヨタ記念病院

森田

未来

野端

万里

医療法人社団明石医療センター 中矢

篤志

15-4 新人看護師ローテーション研修で，気管挿管介助技術習得に e ランニングを用いた効果
市立豊中病院
15-5

手術室新人看護師の 6ヵ月時の思いに関する聞取り調査
-手術室新人看護師のインタビューによる振り返りを通して-

15：10〜16：00

研究発表

第 18 群：感染対策Ⅰ
座長：本間

18-1

敦（旭川医科大学病院)

手術室入室に際する履物交換についての実態調査
-空間衛生管理として捉える手術室内の環境について-

加古川東市民病院

18-2

手術室における尿道留置カテーテル挿入手順遵守向上への取り組み

18-3

手術室における効果的な手袋交換の検証

18-4

器械出し看護師の眼シールド着用の意識調査

18-5

手術器械展開時における 1％クロルヘキシジングルコン酸塩含有剤を用いた手指消毒の比較検討

-感染管理ベストプラクティス他者評価を実施して-

盛岡赤十字病院

戸谷

亮太

藤田美希絵

沖縄協同病院 荷川取志麻
千葉県循環器病センター 鈴木

諭子

大阪市立十三市民病院 山口美奈子

17：10〜18：10

イブニングセミナー 3

司会：及川 慶浩（大阪府済生会茨木病院手術室）上嶋 浩順（埼玉医科大学国際医療センター麻酔科)
看護視点で考える手術患者の皮膚障害対策
-麻酔薬が皮膚障害に及ぼす影響とポリエチレンジェルシートの皮膚保護効果大阪府済生会茨木病院手術室 及川
埼玉医科大学国際医療センター麻酔科

第 5 会場：コンベンションルーム 2（6F）
9：30〜10：20

研究発表

慶浩

上嶋 浩順

10 月 18 日（金)

第 4 群：体温管理
座長：国出 和子（神戸赤十字病院)

4-1

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘手術中の体温の現状

千葉県がんセンター

横土由美子

4-2

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘手術中の保温対策の効果

千葉県がんセンター

横土由美子

4-3 婦人科腹腔鏡下手術における術前加温の導入と評価
4-4

箕面市立病院 内田絵里花

全身麻酔患者のシバリングの有無との関係
-中枢温と末梢温の温度較差の調査-

社会医療法人愛仁会高槻病院

4-5 硬膜外麻酔併用全身麻酔時の温水循環式マットによる下肢加温の効果

10：30〜11：20

研究発表

堀添

瞳

医療法人宝生会 PL 病院 山本

香

第 8 群：防災関係・防災対策
座長：稲田世津子（京都桂病院)

8-1

手術室地震発生時・避難時プロセスフローチャートの有効性
-有効性についてのアンケート結果より-

8-2

第一報

前橋赤十字病院 下境亜由美

手術室地震発生時・避難時プロセスフローチャートの有効性
-シミュレーション実施後における看護師の地震災害に対する認識と行動の変化-

第二報

前橋赤十字病院

山口

悦子

群馬県済生会前橋病院 清水

力也

国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 安達

宏

8-3

手術室における震災時役割別行動表を用いた学習会によるスタッフの役割理解の変化

8-4

手術室における災害対策に対する看護師の意識

8-5

東日本大震災を経験した手術室看護師の震災直後の行動と抱いた思い

13：10〜14：00

研究発表

東北薬科大学病院

石川

真弓

第 12 群：危機管理，安全管理Ⅰ
座長：久保 信子（徳島赤十字病院)

12-1

手術安全チェックリスト導入の取り組み

-有用性と今後の課題-

12-2

手術室における針刺し・切創事故防止策の課題

12-3

サインイン・サインアウトを導入して

12-4

脳神経外科手術における透明フィルムドレープの有用性

東京都保健医療公社豊島病院 釘尾智恵子
山形大学医学部附属病院 須田

A 病院におけるラテックスアレルギーに対する意識調査

14：10〜15：00

研究発表

遥香

済生会山口総合病院 柚木奈津子

-手術患者の安全確保のために12-5

広島市立安佐市民病院 吉國

順天堂大学医学部附属静岡病院

義恵

三枝夕希子

第 16 群：手術室運営，看護管理Ⅰ
座長：三原美津江（島根大学医学部附属病院)

16-1

手術室におけるコスト管理の現状について

16-2

クリニカル・インジケーターを用いた手術室運営 第 2 報

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

-手術待機期間・手術件数・稼働率の評価16-3

手術室における看護補助者の活用と効果 第一報

16-4 兵庫県下における手術看護業務実態調査報告

福井赤十字病院
医療法人柏堤会戸塚共立第 1 病院

西山 章弘
井上

和子

森田鹿野乃

高砂市民病院 後藤

悟史

15：10〜16：00

研究発表

第 19 群：その他
座長：伊藤 五月（東北薬科大学病院)

19-1

TM

Rollbord を使用した手術患者の安楽な移動方法の検証

北海道滝川市立病院

中里

智美

秋田赤十字病院

金澤

一奈

宮城県立こども病院

木下

真伊

医療法人財団康生会武田病院

大津

惇也

倉敷中央病院 松井

亜樹

19-2 胃切除術を受ける患者に対する術後低酸素血症予防のための周手術期呼吸練習の効果
19-3

FISH 哲学導入によるスタッフの意識調査

19-4

手術室看護師の職務満足度実態調査

19-5 業者からの貸出し手術器械の学習方法
-術野で使用できるタブレット型コンピューターを用いて-

16：10〜17：00

研究発表

第 20 群：チーム医療
座長：庄司真樹子（仙台厚生病院)

20-1 「歩行入室・手術室内申し送り」導入後の評価
-手術室・病棟看護師間の連携の課題-

日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 砥綿麻里子

20-2

脊柱後弯症患者の手術体位シミュレーションを行った効果

20-3

アニマルラボ研修による手術室看護師の意識変容

20-4

食道癌根治術における顔の褥瘡に対する多職種の取り組み

東京慈恵会医科大学附属病院

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院
神戸大学医学部附属病院

ポスター会場：コンベンションルーム 1（6F）
10：30〜11：30

石井

厚実

千古 彩織
上仲 愛子

10 月 18 日（金)

示説Ⅰ：看護記録，クリニカルパス，手術室運営，看護管理，チーム医療
司会：阿部奈緒子（京都大学医学部附属病院)

P Ⅰ-1

手術室看護師と病棟看護師の手術患者情報に対する認識の相違（第 1 報)
福井大学医学部附属病院

P Ⅰ-2

手術看護記録監査のフィードバックによる効果

P Ⅰ-3

手術室看護が見える記録の電子カルテ用フォーマット作成を試みて
群馬県立がんセンター 梅澤

雄一

松阪市民病院 喜畑

奨

P Ⅰ-4

術中看護記録として自動麻酔記録を導入した効果について
ICU・手術室看護師連携体制導入後の効果

P Ⅰ-6

器械出し看護師の人工関節置換術における，二重手袋装着のピンホール発生実態調査

福井赤十字病院 常見いずみ
川崎医科大学附属病院

予定手術開始時間と実際の手術開始時間の検討

P Ⅰ-8

患者が求める手術看護の検討

中原

大輔

つがる西北五広域連合西北中央病院 成田

静哉

-手術室における患者満足度調査を行ってP Ⅰ-9

大牟田市立病院

野田あゆみ

大阪赤十字病院

桐島

通子

あさひ総合病院

金谷

裕子

サテライトファーマシー導入に伴う業務改善
-薬剤師との協働，その取り組みと評価，今後の展望-

P Ⅰ-10

薫

都立墨東病院 杉山由希子

P Ⅰ-5

P Ⅰ-7

高嶋

手術中の外回り・器械出し間における感情体験

13：10〜14：10

示説Ⅱ：継続教育，防災関係・防災対策，患者・家族への心理的援助
司会：石田 静恵（富山県済生会高岡病院)

P Ⅱ-1

気管挿管介助研修におけるイメージ化の効果

P Ⅱ-2

中堅看護師のケースレポートによる手術室看護の考察

P Ⅱ-3

手術室における経年別教育計画の運用についての検討

-DVD 学習を導入して-

-手術看護クリニカルラダーを導入して-

国立病院機構福山医療センター 片山
鹿児島厚生連病院

智之
奈保

国立病院機構京都医療センター 手良村康代

P Ⅱ-4

手術室看護師が独学できる GBS 理論を用いた災害対策教材の開発

P Ⅱ-5

手術室災害対策マニュアルの作成と検証
-シミュレーションから得られた今後の課題-

中園

東京逓信病院 岡崎

大輔

横浜市立大学附属市民総合医療センター 鈴木

美幸

P Ⅱ-6

手術部における災害対策シミュレーション方法の検討

P Ⅱ-7

手術室における災害対策

香川大学医学部附属病院

宮本啓太郎

-災害意識と災害行動レベル向上に向けて沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 仲宗根美也子
P Ⅱ-8

手術室スタッフの防災意識の変化
-震災時のフローチャート導入前後を比較して-

P Ⅱ-9
P Ⅱ-10

原町赤十字病院

小渕

智

社会医療法人大雄会総合大雄会病院 酒井

章乃

手術を受ける幼児後期の発達段階を考慮した不安軽減について
全身麻酔手術を受ける患者の術前準備の羞恥心についての調査
国立病院機構仙台医療センター

14：20〜15：20

海馬

大樹

示説Ⅲ：術前・術中・術後訪問，情報開示，看護倫理
司会：横田富美子（済生会川口総合病院)

P Ⅲ-1

術後訪問を実施する判断基準と看護師の意識調査

P Ⅲ-2

手術室看護師の術前，術後訪問に対する認識

田原

静香

社会医療法人財団白十字会白十字病院 渡邊

日本赤十字社長崎原爆病院

敬

P Ⅲ-3

看護過程が確認できる術前・術後訪問用紙への取り組み

P Ⅲ-4

術前患者のニーズを引き出す手術室看護の取り組み

-記録の効率化を目指して-

都立墨東病院 杉山由希子

-ケアリクエストシートを導入してP Ⅲ-5

手術を受ける患者が術前で知りたい情報

P Ⅲ-6

白内障手術患者の不安軽減にむけた取り組み

-手術後の面接を行って-

北海道社会事業協会小樽病院

北川

修司

東京都保健医療公社多摩北部医療センター 齋藤

里香

秋田県成人病医療センター 下間

美里

-パンフレットによる手術のイメージ化P Ⅲ-7

試験開腹を担当した手術室看護師の思いと看護
-アギュララの問題解決モデルを用いて-

P Ⅲ-8

女性患者の手術室看護師に対するジェンダー意識

P Ⅲ-9

除去物に対する患者のニーズを尊重した安全な入室環境
-手術室看護師の認識を統一して-

P Ⅲ-10 緊急帝王切開手術場面での手術室看護師の価値観

15：30〜16：30

深谷赤十字病院

島崎美奈子

岩手医科大学附属病院

山谷まなみ

都立墨東病院 鴫野

絵美

広島市立広島市民病院 水田

貴子

示説Ⅳ：感染対策，その他
司会：源通 文恵（富山赤十字病院)

P Ⅳ-1

人工膝関節全置換術（TKA）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 Ⅳ-2

ATP モニタリングシステムによる手術室の壁面汚染の検証

P Ⅳ-3

外回り看護師の手指衛生遵守向上への取り組み

岡山済生会総合病院

-携帯式速乾性手指消毒剤を導入しての評価-

和子

長倉

周作

東京逓信病院 張替

由依

岐阜大学医学部附属病院 吉川

昌弥

手術室に勤務する看護師がリーダーに求める行動

P Ⅳ-5

手術室見学実習における学生の学びと支援方法の評価

P Ⅳ-6

看護学生の手術室見学実習を効果的に実施するための試み（その 1)
-資料「手術室入室から退室までの流れ」の作成-

昭和大学保健医療学部

大滝

周

昭和大学保健医療学部

大滝

周

財団法人三友堂病院 笹木

克子

看護学生の手術室見学実習を効果的に実施するための試み（その 2)
-資料「手術室入室から退室までの流れ」の活用と学び-

P Ⅳ-8

彰彦

川内市医師会立市民病院

P Ⅳ-4

P Ⅳ-7

尾崎

滋賀県成人病センター 鵜飼

脊椎麻酔手術における術中の睡眠状況と睡眠の満足度との関連性

第日目

プログラム

第 1 会場：A Ⅱホール（B2F）

10 月 19 日（土)

9：00〜10：50 シンポジウムⅡ：
震災に対して，手術室として備えるべきこと
司会：冨岡
S Ⅱ-1

フィリピン南部台風災害救援事業報告

S Ⅱ-2

手術室防災の盲点

S Ⅱ-3

東日本大震災を振り返って

S Ⅱ-4

陽子（兵庫医科大学病院)

-手術室看護師の国外被災地での活動熊本赤十字病院

小林

賢吾

新潟大学医歯学総合病院手術部

堀田

哲夫

医療法人社団青空会大町病院麻酔科

佐藤

敏光

東北大学病院

佐藤

英子

-同じような悲劇を繰り返さないために-

防災意識と日頃の訓練が大切

11：00〜11：50

-対策は準備できていますか-

譲二（社会医療法人緑泉会米盛病院）藤本

-備えあれば憂いなし-

教育講演
司会：分倉千鶴子（鳥取大学医学部附属病院)

手術看護におけるナラティヴ

12：10〜13：10

-語りから見えてくる手術看護の「知｣-

東京女子医科大学看護学部

佐藤

紀子

ランチョンセミナー 5
司会：越村

マグネットホスピタルと手術室移転

-手術室看護師だから出来ること-

利惠（大阪大学医学部附属病院)
岡山大学病院手術部

川上

雅弘

同

藤川

敏文

14：30〜16：30 教育セミナー：
患者を守るために -日本手術看護学会手術看護手順の活用司会：古川
大阪地区手術看護認定看護師会
今中

16：30〜16：40

金沢

万里（市立豊中病院)

景繁（大阪市立総合医療センター肝胆膵外科)

宣依（関西電力病院麻酔科）渋谷かをり（北海道大学病院医療安全管理部)

閉会式

第 28 回年次大会案内・次期大会長挨拶

16：40

美紀（関西電力病院）野端

日本手術看護学会九州地区会長

濱田

正美

閉会の辞
日本手術看護学会大阪地区副会長 古川まゆみ

第 2 会場：A Ⅰホール（B2F）
8：30〜9：30

10 月 19 日（土)

看護実践セミナー 1：手術看護を語ろう

-グッドケアをもう一度司会：土藏

愛子（日本手術看護学会指名理事)

谷本知枝美（愛媛大学医学部附属病院）城内
平間智佳子（仙台社会保険病院）足立

9：40〜10：30

研究発表

僚基（大阪警察病院)

麻礼（大阪市立大学医学部附属病院)

第 21 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅴ
座長：浅井

貴子（JA 北海道厚生連札幌厚生病院)

21-1 脳神経外科の手術における腹臥位用除圧マットの開発について
-有効な除圧を目指して21-2

昭和大学藤が丘病院

萩尾さゆり

褥瘡発生予防にむけた取り組み
-スタッフの意識付けと褥瘡ハイリスク患者への統一ケアの実施について山形市立病院済生館

月井

靖奈

21-3

手術体位による上肢の疼痛・神経障害に関する検討

大腸肛門病センター高野病院

21-4

A 病院における腹臥位四点支持器の股関節角度と体圧の検証

21-5 腰椎後方手術での頭部固定における，プロンビュー®
使用方法の検討

10：50〜11：40

境

里佐

岩手県立磐井病院

菅野

琢也

湯布院厚生年金病院

工藤

三幸

認定看護師活動報告会
司会：渦原

晋子（関西労災病院）山田 健司（愛知県がんセンター中央病院)

1．「安全チェックリスト」の導入と確実なタイムアウト実施の取り組み
東京都立多摩総合医療センター
2．臓器摘出手術を経験して学んだこと
3．認定看護師活動報告

富山大学附属病院

-九州地区の活動-

石井

香

飯塚真理子

公益社団法人鹿児島共済会南風病院

北園

千尋

中東遠総合医療センター

榛村

律子

兵庫県立がんセンター

高松

貴子

西宮市立中央病院

濱崎

弘子

4．新病院開院に向けての取り組み
5．がんセンター手術看護認定看護師の活動報告
6．術前麻酔科外来への手術室看護師参加の取り組み
-患者の納得，安心，安全を目指して-

12：10〜13：10

ランチョンセミナー 6
司会：菊地

上質な医療を求めて

13：30〜13：50

-Dr. から見た手術室マネジメント-

雅文（社会医療法人緑泉会米盛病院)

京都府立医科大学呼吸器外科 島田

順一

大会セレモニー
今宮高校ダンス部

13：50〜14：20

総会
司会：倉橋 順子（大阪府立成人病センター)

14：30〜15：20

特別講演
司会：工藤 早苗（京都第二赤十字病院)

看護・介護を通して医療者に伝えたいメッセージ

-子の手術・親の介護の経験から（株）西川事務所 西川ヘレン

第 3 会場：C ホール（B2F）

8：30〜9：30

10 月 19 日（土)

看護実践セミナー 2：手術室での職業感染対策

-実際にあった手術室での感染司会：四宮

聡（箕面市立病院)

佐藤久美子（箕面市立病院）堂本 直人（函館厚生院函館五稜郭病院)

9：40〜10：40

研究発表

第 22 群：感染対策Ⅱ
座長：野村

22-1

閉創専用器具の導入が手術部位感染の発生を抑制できるか

22-2

手術部位感染（SSI）予防対策の有効性
-消化器外科 SSI サーベイランスの分析からバンドルを導入して-

哲司（県立広島病院)

千葉県がんセンター

松本

里枝

射水市民病院

戸田

敬子

箕面市立病院

四宮

聡

22-3

リユース用トラカールの清浄度評価とその有用性

22-4

手術部位感染（SSI）サーベイランスシステム構築への取り組み

大阪赤十字病院 

22-5

24 時間空調管理されない場所での滅菌性維持の実態

八戸赤十字病院

22-6

周術期における SSI 要因と感染対策管理の分析

10：50〜11：40

医療法人社団高野会高野病院

ひかる

松倉

麻里

小﨑百合美

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)

1．プリセプティとの関わりの中で見出す自己発展の方向性

旭川医科大学病院

鉄川

洋平

2．手術室経験 2 年目以降のスタッフに対する心臓外科手術介助サポート体制の取り組み
足利赤十字病院

町田

弥生

群馬県立がんセンター

梅澤

雄一

東邦大学医療センター大森病院

西嶋

俊博

3．手術室記録における看護過程の定着化に対する取り組みとその成果
4．サブリーダーとしての役割

12：10〜13：10

ランチョンセミナー 7
司会：髙橋

手術時における褥瘡発生の理論と体位固定の実践

誠（北海道大学大学院情報科学研究科)

北海道大学大学院情報科学研究科 髙橋
北海道大学病院手術部ナースセンター

14：30〜15：20

研究発表

誠

山本 裕子

第 25 群：患者・家族への心理的援助Ⅳ
座長：島田 裕子（高松赤十字病院)

25-1

術前オリエンテーションでの家族への不安の軽減
-マニュアルの変更に取り組んで-

25-2

あいち小児保健医療総合センター

小川

優子

自治医科大学附属病院

柴﨑

美喜

横浜新都市脳神経外科病院

引地

生美

長野赤十字病院

山浦

祐子

福岡赤十字病院

川口真由美

麻酔科術前外来における手術室看護師の介入に対する患者の状態不安の調査
-新版 STAI（日本版 STAI-JYZ）を用いて-

25-3 選択式入室における患者の心理状態を考える
25-4 体位別パンフレット導入による手術室看護師の認識と行動の変化
-患者への説明・配慮の分析から25-5

小児の恐怖心の軽減を目的とした手術室入室を試みて

15：30〜16：10

研究発表

第 28 群：継続教育Ⅱ
座長：山田

28-1

-手術看護の質の向上を目指して28-2

豊子（中京学院大学)

ナラティブによる手術看護の振り返りを行って
大牟田市立病院

水本由香里

手術室におけるリーダー業務の段階的教育方法の検討

広島大学病院

笹田

祥子

28-3

体位ポジショニング教育

麻生飯塚病院

村岡

沙織

28-4

手術室看護師の急変時看護に対する不安の調査
医療法人寿会富永病院

松原

昌城

-スタッフ教育の効果と有効性-

-外回り看護時における急変時シミュレーションを通して第 4 会場：D ホール（B2F）

8：30〜9：30

10 月 19 日（土)

看護実践セミナー 3：洗浄・消毒・滅菌・メンテナンスのウソ・ホント
-安全な手術器具を提供するために手術室看護師が知っておくこと司会：松野 修一（産業医科大学病院)
伏見

9：40〜10：40

研究発表

了（ワタキューセイモア（株）
・東京医療保健大学大学院)

第 23 群：術前・術中・術後訪問Ⅲ
座長：垣地 幸枝（石川県立中央病院)

23-1

麻酔科術前外来での患者の思い表出についてアンケート調査を実施しての考察
-今後のより良い情報提供につなげるために-

23-2
23-3

術中訪問の充実に向けて

柳田

朋子

九州労災病院門司メディカルセンター

白石

広美

松田

治子

-待機家族の不安抽出を行って-

手術を受ける患者の「おまかせ」という発言の裏に隠れた思い
-術前から術後を通した関わりを通して-

23-4

京都第一赤十字病院

東京都立多摩総合医療センター

病棟看護師と手術室看護師の意見を反映した術前オリエンテーションファイルの作成
医療法人仙養会北摂総合病院

23-5

術後訪問実施による自己看護の振り返りと意識変化

倉敷中央病院

田中久美子
植田

優子

23-6

タブレット型パソコンを用いた術前訪問の導入と不安の軽減への効果
公立学校共済組合東北中央病院

10：50〜11：40

安彦

友裕

公開講座
司会：古川まゆみ（大阪市立大学医学部附属病院)

安全な手術は健診から

-予防医学から考える術後合併症の防止-

ケアプロ（株） 川添

高志

12：10〜13：10 ランチョンセミナー 8：
ERAS で変わる周術期管理 -医師と看護師の立場から司会：石橋まゆみ（昭和大学横浜市北部病院)
ERAS で変わる大腸癌周術期管理

大阪府済生会千里病院外科 太田

博文

大阪府済生会千里病院 宮前

貴文

当院における ERAS プロトコール ver. 5 における看護師の役割

14：30〜15：20

研究発表

第 26 群：危機管理，安全管理Ⅱ
座長：石原百合子（岡山大学病院)

26-1

手術室における防災訓練の効果

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院

舟橋

知子

26-2 安全かつ迅速な緊急帝王切開術受け入れの検討
-シミュレーションをとおしてのマニュアル作成-

和歌山県立医科大学附属病院

26-3

ラテックスアレルギーへの対応

26-4

体内遺残防止に対する医師および看護師の意識の違い

26-5

手術時歩行入室の選定における手術室看護師・病棟看護師の認識調査

-手術室看護師の理解度と考え方の実態調査-

15：30〜16：10

研究発表

済生会川口総合病院
仙台市立病院
福岡大学筑紫病院

中

いちず

大久保千夏
畠山

輝美

小田原直美

第 29 群：術前・術中・術後訪問Ⅳ
座長：宇山 珠美（京都府立医科大学附属病院)

29-1 局所麻酔手術患者が術前訪問に求める情報
29-2

術後訪問が手術室看護師に及ぼす影響

29-3

術後訪問定着に向けての取り組みの効果

旭川医科大学病院

江崎

彩香

埼玉県立循環器・呼吸器病センター

森永

明穂

高知大学医学部附属病院

岡林

大資

国立病院機構東広島医療センター

多久

紗由

-術後訪問実施率と看護師の考え方の変化に焦点をあてて29-4

術前プレパレーション導入に向けて
-プレパレーションツールの有効性の比較-

第 5 会場：コンベンションルーム 2（6F）
8：30〜9：30

10 月 19 日（土)

看護実践セミナー 4：どうしていますか？ インシデントの共有と再発防止！
司会：栗田

衛（医療法人仁友会南松山病院)

長友 優子（大阪府立成人病センター）倉藤 晶子（日本医科大学付属病院)

9：40〜10：40

研究発表

第 24 群：手術室運営，看護管理Ⅱ
座長：堀田

24-1

手術室看護師が必要と考える外回り看護師数の検討

24-2

手術室新人看護師の外回り看護実践能力に関する一考察

24-3

手術時手洗い終了後の器械展開導入を試みて

24-4

フォトボイスが写し取る離島 A 病院手術室看護師のやりがい

24-5

タブレット PC を使用しての手術運用の取り組み

順子（松山赤十字病院)

半田市立半田病院

渡邊

千佳

星ヶ丘厚生年金病院

田﨑

弘美

医療法人社団顕鐘会神戸百年記念病院

山下 知子

長崎県対馬いづはら病院 舎利倉弘美
八尾徳洲会総合病院

八鍬

貴則

厚生連高岡病院 丸山

友徳

24-6 オペラマスター®
導入によるピッキング作業の改善を行って
-手術室看護師を対象とした導入前後での満足度，患者対応の内容の変化-

10：50〜11：40

看護管理受講者報告会
司会：石山 映子（小田原市立病院）三枝 典子（前橋赤十字病院)

1．職場満足度上昇への取り組み
2．当院での手術室ラダー作成の取り組み

東海大学医学部付属八王子病院 弓桁知佳子
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

3．周術期外来開設に向けての取り組み
4．教育評価ツールの見直しと看護の質向上を目指して

14：30〜15：20

研究発表

京都市立病院機構京都市立病院 堤

昌弥
佳代子

第 27 群：新人教育Ⅲ
座長：林

27-1

小山 潤子

岐阜大学医学部附属病院 吉川

良子（名古屋医療センター)

手術室オリエンテーションに自部署で作成した動画を導入して
労働者健康福祉機構和歌山労災病院 出口佐知子

27-2 接遇動画マニュアルによる手術室新人看護師の接遇向上に向けた取り組み
労働者健康福祉機構和歌山労災病院
27-3

彩

人間総合科学大学保健医療学部 深澤

拓方

看護基礎教育における手術室実習に関連する経験内容の検討
-手術室看護師への質問紙調査-

27-4

宮井

新採用者の気管内挿管の介助と女性持続導尿の技術習得に対する取り組み
-手術部ローテーション業務の導入-

15：30〜16：00

研究発表

鳥取大学医学部附属病院

宮田

麗

第 30 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅵ
座長：久富 尚子（神戸百年記念病院)

30-1

脳神経外科手術における側臥位でのピュアフィックス®
の有効性
社会医療法人医仁会中村記念病院

30-2

ワセリンの塗布による化学熱傷予防

30-3

プロンビュー®
を使用した脊椎手術における顔面皮膚損傷予防

東京都保健医療公社多摩南部地域病院 才所
慶應義塾大学病院 今藤

ポスター会場：コンベンションルーム 1（6F）

9：30〜10：30

中坪弥依奈
永
祐子

10 月 19 日（土)

示説Ⅴ：新人教育，危機管理，安全管理
司会：澤田 真樹（仙台医療センター)

P Ⅴ-1

手術室における新人看護師ローテーション研修を担当した先輩看護師の経験

P Ⅴ-2

臨床研修看護師からみた手術室研修に対する評価

厚木市立病院

石井

晶子

徳島赤十字病院

久保

信子

P Ⅴ-3

新人看護師に求める器械出し技術に関する調査
三豊総合病院

北中

淳一

兵庫県立尼崎病院 棚窪

弥生

-医師と手術室看護師の意識調査からP Ⅴ-4

A 病院中央手術室新任者に対する集合学習導入の試み

P Ⅴ-5

患者の手術室入退室方法基準作成の取り組み -ロールボードを導入して-

P Ⅴ-6

閉創前確認の導入への取り組み -ドナベディアンの医療の質の指標を用いて-

厚生中央病院

金井

和夫

さいたま赤十字病院 土橋

雅世

松田

華奈

国立病院機構京都医療センター 加柴

結可

P Ⅴ-7 より安全で確実な器械カウント方法の見直し
-点検表と器械カウント表を改善してP Ⅴ-8

WHO 手術安全チェックリストの活用と効果

P Ⅴ-9

ガーゼカウント不一致の原因を探る

P Ⅴ-10

大阪船員保険病院
筑波メディカルセンター病院

石井

麻紀

児玉

弘美

手術室災害訓練を実施した評価 -スタッフの意識調査を行って医療法人社団誠広会岐阜中央病院

10：40〜11：40

示説Ⅵ：体温管理，皮膚・神経障害の予防，DVT 対策，感染対策
司会：平野 博美（東京医科歯科大学医学部附属病院)

P Ⅵ-1

砕石位手術における頭頸部保温の有効性について

P Ⅵ-2

手術中における効果的な体温管理の検討

国立病院機構長崎医療センター 伊東

聡子

-温風加温装置のアンダーブランケットとアッパーブランケットによる体温管理東邦大学医療センター大森病院 棚瀬加那美

P Ⅵ-3

ウォーミングカバーの上の掛け物による保温効果の違い
高知県・高知市企業団立高知医療センター

P Ⅵ-4 腹腔鏡下砕石位手術での体温管理
P Ⅵ-5

北海道社会保険病院

中岡 傳雄
塚本

麻耶

社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 斉藤

沙織

THA 側臥位固定器における褥瘡予防への取り組み
-メピレックスボーダーライト®
による皮膚保護材を試みて-

P Ⅵ-6

マジックベッドを用いた側臥位固定方法による体圧と皮膚状況の関連
北海道恵愛会札幌南三条病院 鍋多

P Ⅵ-7 DVT 予防に用いる弾性ストッキングの試作品設計と検証

旭川赤十字病院

中野

P Ⅵ-8

脊椎腹臥位手術におけるボルスター使用による体圧分散の効果

熊本赤十字病院 海江田

P Ⅵ-9

手術室における環境整備の適切な消毒薬選択

亜希

近畿大学医学部堺病院 櫻井

幸江
諒
直美

