第日目

プログラム

Room A：メインホール（合同プログラム）

10 月 10 日（金)

＊同時通訳あり
8：30〜9：30

開会式・オープニングセレモニー

第 28 回大会長挨拶

日本手術看護学会九州地区会長

濱田

正美

日本手術看護学会理事長

菊地

京子

理事長挨拶
来賓祝辞

福岡市市長 髙島宗一郎
公益社団法人日本看護協会常任理事
日本手術医学会理事長
ASIORNA 会長

9：30〜10：10

安原

愛子
洋

Kesook Yoon

基調講演Ⅰ
司会：菊地

患者安全のための周術期チーム医療の重要性

10：30〜11：10

洪

京子（東邦大学医療センター大橋病院)

九州大学大学院医学研究院麻酔・蘇生学

外

須美夫

基調講演Ⅱ
司会：Kesook Yoon（ASIORNA 会長)

患者安全の最優先事項

11：10〜11：50

AORN 会長

Victoria M. Steelman

基調講演Ⅲ
司会：石橋まゆみ（昭和大学横浜市北部病院)

スウェーデンにおける患者安全への取り組み

12：10〜13：10

IFPN 会長

Irini Antoniadou

ランチョンセミナー 1
司会：芳賀真理子（北海道大学病院手術部)

悩むだけじゃ現場は変わらない

13：30〜16：00

-コツコツと大胆に現場改革-

シンポジウムⅠ：医療安全
司会：相馬

福岡大学病院

中川

朋子

福岡大学病院手術部

宮崎

理紗

-チーム医療の視点から-

孝博（日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院）ミルズしげ子（長野赤十字病院)

基調講演：声かけは患者の命を救う

元 IFPN 会長 Jane Reid

韓国の病院における安全文化
手術安全におけるチーム医療の役割

KAORN 会長 Jin Ha Woo
名古屋大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生医学分野 西脇

公俊

「チーム」についていま整理しておきたいこと…あなたは
「成功を収めるチームの特徴」を知っていますか？

16：30〜17：30

九州大学大学院医療経営・管理学講座

鮎澤

純子

招聘講演
司会：中川

朋子（福岡大学病院)

遠隔医療の技術で世界をつなぎ，医療の標準化を目指す
九州大学病院アジア遠隔医療開発センター 清水

Room B：国際会議室（501)
10：30〜11：30

研究発表

10 月 10 日（金)

第 1 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅰ
座長：大鐘

1-1

周次

隆宏（名古屋第一赤十字病院)

安全・安楽な腹腔鏡下手術体位固定をめざして
-マジックベッドを使用しない体位固定法-

静岡市立清水病院

西村恵美子

1-2

ロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺全摘除術における体位に関連した合併症の出現状況
千葉県救急医療センター

古橋

勝幸

JA 愛知厚生連海南病院

小粥

一成

国立病院機構大阪南医療センター

山下

賢二

市立三次中央病院

中井

晋平

緒方

裕士

1-3

ロボット支援下前立腺全摘除術（RALP）における頭低位時の褥瘡予防への取り組み

1-4

腹腔鏡下低位前方切除の体位固定方法の工夫
-褥瘡予防に向けて-

1-5 腹腔鏡下直腸切除後に腕神経叢麻痺を来した事例の振り返り
-体位再現シミュレーションを行って1-6

ロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺全摘除術における皮膚障害発生に関与する要因の検討
熊本大学医学部附属病院

12：10〜13：10

ランチョンセミナー 2
司会：一法師久美子（九州大学病院)

SUD（Single-Use Device）の看護学（Nursing Science） -ヘルスケアデバイスとしての SUD とは？大阪府済生会茨木病院手術室

13：30〜14：20

研究発表

及川

慶浩

第 5 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅱ
座長：中村

裕子（日本大学医学部附属板橋病院)

5-1 呼吸器外科手術で側臥位をとる患者の患側肩周囲への加温による皮膚温と肩痛の調査
千葉県がんセンター
5-2

-側臥位で使用する体側板装着部位におけるスキントラブル調査5-3

ストーニー体位の体幹枕挿入による腋窩部体圧分散効果の検討

5-4

パークベンチ体位の褥瘡発生群の特徴

大津市民病院

14：30〜15：20

研究発表

梶浦亜加音

宮崎大学医学部附属病院

坂下

博和

旭川赤十字病院

西澤

佳代

北海道大学病院

三浦 純平

5-5 呼吸器外科の側臥位手術における体圧と体表面のずれ力に関する調査

第 9 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅲ
座長：我妻

9-1

全身麻酔下患者の褥瘡予測発生率と褥瘡発生率の実態

9-2

手術体位確認におけるポリエチレン製ドレープ導入による効果

-術中褥瘡予測スコア法を活用して9-3 ドレープの剝離に伴う皮膚損傷の現状と要因調査
9-4

舘川亜希子

メディカルファブリックシーツによるスポンジカバー導入にむけての取り組み

裕子（JCHO 仙台病院)

岩手県立中部病院

伊藤真奈美

産業医科大学病院

田中

靖人

心臓病センター榊原病院

塩出

史明

小児手術における褥瘡予防の取り組み
-過去 4 年にわたる統計から-

15：30〜16：20

研究発表

埼玉県立小児医療センター 栁澤かほり

第 13 群：体温管理Ⅰ
座長：大林

幸恵（労働者健康福祉機構大阪労災病院)

13-1 炭酸ガス気腹法による腹腔鏡下手術における体温低下の実態とその影響要因
がん・感染症センター都立駒込病院

稲村

里美

新潟県厚生連柏崎総合医療センター

吉岡

智美

白岡中央総合病院

樫浦

実香

13-2 過去の全身麻酔中の体温データを活用し術中低体温予防に対する意識向上への取り組み
13-3 膝関節鏡手術において灌流液温度が体温に及ぼす影響
13-4 術中体温管理への看護介入の妥当性

東京慈恵会医科大学附属柏病院

武井久美子

13-5 結腸・直腸手術における術中体温低下と手術部位感染との関連性の検討
国立病院機構長崎医療センター

16：30〜17：10

研究発表

熊

香代子

第 16 群：体温管理Ⅱ
座長：堀田 順子（松山赤十字病院)

16-1 4 点支持器を使用した腹臥位における腰椎内視鏡手術の体温低下予防
-温風式加温装置 1 台と保温覆布を用いて-

国立病院機構福山医療センター

八谷

栄治

16-2 ステントグラフト内挿術を受ける高齢者患者の加温方法の検討
-アッパーブランケットとアンダーブランケットの比較-

大阪大学医学部附属病院

手塚

信裕

東邦大学医療センター大森病院

阿部

倫治

社会医療法人大雄会総合大雄会病院

武藤

里帆

16-3

側臥位手術での温風加温装置ブランケットの違いによる体温管理の検討

16-4

腰椎後方固定手術を受ける患者の術中体温管理について
-温風式加温装置システム®
を使用した 2 つの方法を比較-

Room C：502・503
10：30〜11：20

研究発表

10 月 10 日（金)
第 2 群：継続教育Ⅰ
座長：三枝

2-1

典子（前橋赤十字病院)

心臓血管外科手術器械出し看護師の教育に関する現状調査
-個々の経験に応じた指導に向けて-

東北大学病院

大久保裕子

2-2 器械出し看護において用いている-外科医へ器械を渡す/ことに埋め込まれた『知』
東京女子医科大学大学院
2-3 低侵襲手術の増加に伴う腹部大動脈瘤人工血管置換術の器械出し看護の課題

旭川赤十字病院

古島

幸江

佐藤ひろみ

2-4 心臓血管外科開胸術器械だし独り立ちまでの技術習得過程の現状調査と今後の課題
小倉記念病院
2-5

血管外科血管内治療における器械出し看護師の技術獲得までの経過から見る教育方法の検討
東京慈恵会医科大学附属病院

12：10〜13：10

手術室における感染対策 -体温管理に着目して-

13：30〜14：20

畠山

千枝

ランチョンセミナー 3
司会：長瀬

研究発表

清（岐阜大学医学部附属病院手術部)

箕面市立病院チーム医療推進部 四宮

聡

第 6 群：継続教育Ⅱ
座長：狩野

6-1

手術患者体験を通しての考察

6-2

交流会を通しての継続看護への取り組み

-患者の思いに近付いた手術看護を目指して-

芳子（島根県立中央病院)

深谷赤十字病院

小川

友佳

大阪赤十字病院

小俣

有香

大阪赤十字病院

谷脇

永子

天理よろづ相談所病院

市川

慶幸

福岡市立こども病院・感染症センター

相庭

結

-術中体位の体験を行って6-3

岡部 正美

病棟看護師による手術見学の有効性
-周術期看護の充実と指導力向上をめざして-

6-4

事例検討会を用いた教育による周術期体温管理への効果

6-5

帝王切開手術を受ける患者の思いに沿った手術看護を目指して
-患者疑似体験を通して-

14：30〜15：20

研究発表

第 10 群：継続教育Ⅲ
座長：伊藤 恵美（JA 愛知厚生連海南病院)

10-1

スマホ化！器械出しマニュアル
-スマートフォン（スマホ）での学習効果と-スマホ化/の費用医療法人社団おると会浜脇整形外科病院

福岡

努

10-2 経カテーテル大動脈弁植込み術を担当する外回り看護師の緊急時対応への
不安に対するシミュレーションの有効性
10-3

倉敷中央病院

渡辺あやこ

地域医療振興協会飯塚市立病院

木室未希子

九州大学病院

松田 早季

術後カンファレンスへの取り組みが手術室看護師へもたらす影響

10-4 教育と業務のリンケージによる手術室効率化への取り組み
-眼科チーム制による効果10-5

手術室における急変時対応能力向上に向けて

兵庫県立加古川医療センター

上村

幸恵

15：30〜16：20

研究発表

第 14 群：患者・家族への心理的援助Ⅰ
座長：田邑

千尋（札幌医科大学附属病院)

14-1

術後疼痛に対する不安の変化 -IV-PCA（経静脈的自己調節鎮痛法）の指導方法の再考-

14-2

手術室入室時の患者確認における実態調査

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院
-患者確認時の患者の思いを調査して14-3

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

有紀

能登希美子

消化器がん患者の療養の中で明らかになった思い・コーピング
-症状の気づきから入院まで-

14-4

池田

総合病院国保旭中央病院

石﨑美恵子

整形外科手術における手術室入室までの待機時間に関する患者アンケート調査
船橋整形外科病院

加藤 直子

鹿児島厚生連病院

谷口

14-5 待機家族が求めている情報提供の取り組み
-パンフレット内容の検討を行って-

16：30〜17：20

研究発表

里美

第 17 群：患者・家族への心理的援助Ⅱ
座長：倉藤

晶子（日本医科大学付属病院)

17-1 覚醒下開頭手術を受けた患者の体験を通して手術室看護を振り返る
-術前シミュレーションを実施して17-2 帝王切開を受ける産婦の術中の心理状態と手術部看護師に求める看護
17-3 幼児期後期の子どもに対して手術室看護師が行うプレパレーションの効果

長崎大学病院

奥山

文野

旭川医科大学病院

須田

紘子

盛岡赤十字病院

男乕あゆみ

伊勢赤十字病院

福田 直美

17-4 手術を受ける子どもへのディストラクション
-スタンプラリーによる入室方法をおこなって17-5

人工膝関節全置換術を受ける患者が意思決定プロセスにおいて影響を及ぼした要因
福岡赤十字病院 土居

17：30〜18：30

幸恵

イブニングセミナー 1
司会：長谷川智子（福井大学大学院看護キャリアアップセンター)

皮膚障害のフィジオロジー（physiology） -なぜ皮膚障害は 32 mmHg なのか？大阪府済生会茨木病院手術室

Room D：411・412
10：30〜11：30

研究発表

及川

慶浩

10 月 10 日（金)
第 3 群：感染対策Ⅰ
座長：下土井久美子（国家公務員共済組合連合会広島記念病院)

3-1

手術部位感染予防を目指した自動縫合器の取り扱い方法の検討

3-2

陰圧手術室がない環境下での空気感染対策について

3-3

手術器械の適切な洗浄方法の検討 -浸漬洗浄ガイドラインを作成して-

がん・感染症センター都立駒込病院

3-4 手術時の長時間加温されている生理食塩水の汚染度調査
3-5

群馬県立がんセンター 梅澤

雄一

渡辺

多美

千葉県立佐原病院

武田

誠

福山市民病院

中村

悦子

手術室における SSI 防止対策
-手袋交換のマニュアル作成の意義-

3-6 整形外科の清潔手術における SSI リスク因子の探索

12：10〜13：10

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院

森山裕美子

労働者健康福祉機構関東労災病院 鈴木可奈恵

ランチョンセミナー 4
司会：山口 美和（福岡大学筑紫病院手術部)

患者様と医療従事者の安全を守るために

13：30〜14：20

研究発表

愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院手術センター 駒田

裕司

昭和大学病院手術部 武田

恵

第 7 群：感染対策Ⅱ
座長：関口麻紀子（北海道整形外科記念病院)

7-1

手術時手洗いのツーステージ法からラビング法へ移行後の検証

群馬大学医学部附属病院

長野

明正

7-2

A 手術室におけるウォーターレス法の有用性
-スクラビング法からウォーターレス法への移行-

7-3

社会医療法人大成会福岡記念病院

田上

清司

医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 諏訪

加奈

国立病院機構刀根山病院 岸田

未来

術野ブラッシングによる洗浄効果
-洗い流しと拭き取りの比較検証-

7-4 手術室における手指衛生遵守率向上への取り組み
7-5

手術室看護師の手指衛生遵守に向けての取り組み
-手指衛生の 5 つのタイミングのポスターを掲示して-

14：30〜15：20

研究発表

近畿大学医学部堺病院

第 11 群：情報開示・看護倫理，その他
座長：安藤

11-1

村上奈穂美

昌代（大阪大学医学部附属病院)

ナラティブレポートから見出された手術のプロセスにおける看護師の心理の特徴
福岡大学病院

坂本

珠代

11-2 経口補水に対して患者が感じたこと
-アンケート調査より11-3

東邦大学医療センター大森病院

小山

真弥

国際親善総合病院

藤戸

亜衣

芳賀赤十字病院

山﨑

真秀

原

綾花

手術室看護における患者の心理面へのかかわり

11-4 周手術期における手術室看護師の関わり
-患者からの肯定的な反応を得られた看護師に焦点を当てて11-5

手術室における中堅看護師がモデルから倫理的学びを得た場面とその学習過程
福岡赤十字病院

15：30〜16：10

研究発表

第 15 群：手術室運営・看護管理Ⅰ
座長：島田 由子（桐生厚生総合病院)

15-1

手術前後のミーティングが手術室経験 3 年未満の看護師に与える影響

福井赤十字病院

15-2

全身麻酔の脊椎手術患者におけるプレウォーミングの低体温予防効果の検証
兵庫県立リハビリテーション中央病院

15-3

A 病院中央手術室における業務改善とその成果

15-4

固定チーム制を導入して

16：30〜17：00

17：30〜18：30

吉田

宮本 留美

福井赤十字病院

井上

和子

市立旭川病院

原井

絵里

仙台青葉学院短期大学看護学科

木村

三香

第 5 回会員実態調査報告

イブニングセミナー 2
司会：髙松

手術室運営を円滑にする手法

千洋（佐賀大学医学部附属病院手術部)

-手術器械の洗浄・滅菌とチーム医療JA 愛知厚生連海南病院感染対策制御室 島崎

Room E：413・414
10：30〜11：30

有紀

研究発表

豊

10 月 10 日（金)
第 4 群：術前・術中・術後訪問Ⅰ
座長：藤本 陽子（元兵庫医科大学病院)

4-1

手術中待機している患者家族への情報提供
-施設に合った術中訪問を目指して-

4-2

社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 杉本

道明

島根大学医学部附属病院 園山

雅子

患者家族に対する手術状況連絡を導入して
-実施状況と今後の課題-

4-3

動画を用いた術前訪問の効果

4-4

術中訪問に対する患者と家族が望むこと

4-5

術中訪問導入に向けて手術室看護師が抱く不安の調査

4-6

タブレット型コンピューターを用いた術前訪問

-子ども，家族，看護師のアンケート調査を通して-

-紙パンフレットとの比較検討-

千葉県こども病院
堺市立病院機構市立堺病院

山内麻奈美
三淵

未央

福岡市立病院機構福岡市民病院 高吉

一江

館林厚生病院

田中

大輔

13：30〜14：20

研究発表

第 8 群：術前・術中・術後訪問Ⅱ
座長：北川

8-1

手術当日に入院する患者の術前訪問の受け止め方

8-2

術後訪問を受けた術後補助化学療法予定患者の思いと術後訪問が与える影響

8-3

和美（石川県済生会金沢病院)
西尾市民病院 荒川

患者と看護師双方にとって目的を果たす術前訪問の検討

泰範

旭川医科大学病院

畠山

美南

広島赤十字・原爆病院

松本

真琴

群馬県立がんセンター

石田

裕史

8-4 がんの手術を受ける患者の家族のニーズ
-効果的な術前訪問に向けたニーズ調査-

14：30〜15：30

研究発表

第 12 群：防災関係・防災対策
座長：山田

12-1

手術室における火災対策への取り組み
-火災に対する訓練の実施と課題-

12-2

和代（徳島大学病院)

都城市郡医師会病院

手術室看護職の災害に対する意識・知識の向上と手術室防災マニュアルの見直し
特定医療法人三栄会ツカザキ病院

12-3

中山ゆかり
北山裕美子

手術室看護師の災害に対する意識調査 -災害意識をもったスタッフの育成を目指して医療法人川崎病院

12-4 南海トラフ地震を想定した手術室における災害訓練での学び

松原徳洲会病院

塩

みのり

西村

浩一

福島県立医科大学附属病院 菅野

美幸

12-5 アクションカードを使用した手術室・ICU 合同避難訓練の実施と課題
12-6 災害時教育指導用 DVD を作成してスムーズな役割行動・実現を目指す
東京都保健財団医療公社東部地域病院

16：00〜16：30

評議員会

16：40〜18：10

認定看護師交流会

Room F：401〜406
10：30〜11：30

大橋 雅子

10 月 10 日（金)

示説Ⅰ：手術室運営・看護管理，新人教育，継続教育
司会：佐藤 元子（市立札幌病院)

P Ⅰ-1

手術室看護師が勤務継続できた要因の検討
-自己成長できる職場環境から-

富山済生会富山病院

森

貴子

大阪赤十字病院

西

美幸

P Ⅰ-2 超緊急帝王切開術における看護師の不安
-シミュレーションを通しての不安要因の調査-

P Ⅰ-3 評価指標を用いたリーダー業務における臨床実践能力評価 -リーダーの役割を果たすためにP Ⅰ-4
P Ⅰ-5

P Ⅰ-8

詠子

昭和大学保健医療学部

大木

友美

昭和大学保健医療学部

大滝

周

滋賀医科大学医学部附属病院

和田

幸

兵庫県立がんセンター 高松

貴子

東邦大学医療センター大森病院 追分

満

手術申込み手順修正後の状況の変化
-修正前後の実績の比較-

P Ⅰ-7

平野

手術室見学実習の学習効果の向上を図る実習記録用紙の検討（その 2）
-手術室看護師の活用-

P Ⅰ-6

済生会宇都宮病院
手術室見学実習の学習効果の向上を図る実習記録用紙の検討（その 1)

ロボット支援腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術導入時のシミュレーション教育の効果
手術室での予防的抗菌薬に関する看護師の意識調査

13：30〜14：30

示説Ⅱ：防災関係・防災対策
司会：茶谷 園子（京都第一赤十字病院)

P Ⅱ-1

手術室における災害対応ボード運用の検討 第一報

P Ⅱ-2

手術部看護師の大規模震災に対する防災対策への意識の変化

-被災状況の可視化をめざして-

岐阜市民病院

-全員参加でのアクションカード作成を行ってP Ⅱ-3

中規模民間病院の手術室における防災訓練の取り組み

早見

一輝

山形県立河北病院 舩田

志保

医療法人北摂総合病院

中川

志津

群馬県済生会前橋病院

清水 力也

P Ⅱ-4 震災時役割別行動表の改善と課題の明確化
-実践型災害訓練を通してP Ⅱ-5

手術室における災害対策

P Ⅱ-6

災害アクションカードを活用したシミュレーショントレーニングの検討

-行動に移せるマニュアル修正とアクションカード導入を目指して-

P Ⅱ-7

明弥

鹿児島県立大島病院

山下

美穂

新潟県済生会三条病院

永井

孝行

九州労災病院門司メディカルセンター

下田

久枝

TM

da Vinci®S サージカルシステム 緊急ロールアウトの訓練
-術中停電を想定したマニュアルの検証結果の考察-

P Ⅱ-8

府中市民病院 栗原

災害時における意識・知識の向上に伴う避難行動の変化

14：40〜15：40

示説Ⅲ：危機管理・安全対策
司会：山内 知子（岡山済生会総合病院)

P Ⅲ-1 脳外科手術の頭蓋骨検体取り扱いマニュアルの作成
P Ⅲ-2

筑波大学附属病院

麻酔科医と共同して行うシリンジポンプ設定時の確認作業導入の効果

P Ⅲ-3 業者貸出手術器械に対して写真付器械確認表を導入した結果と今後の課題
P Ⅲ-4

WHO 手術安全チェックリストの実施状況の調査

P Ⅲ-5

5 段階の手術安全チェックリストの作成と導入を試みて

南生協病院

手術室におけるニュートラルゾーン導入に向けての実態調査

P Ⅲ-7

超緊急帝王切開シミュレーションのアンケート調査を用いた検討

P Ⅲ-8

脳内遺残に関する共通理解と意識の向上

川上

三菱京都病院

市川理奈子

岩手県立中央病院
熊本赤十字病院

藤原

P Ⅳ-1 器械展開業務を他職種へ委譲したことによる成果

中田小百合

労働者健康福祉機構横浜労災病院

福山さつき

手術室におけるプレパレーションの勉強会前後の看護師の意識の変化
術前術後訪問率改善の取り組み

P Ⅳ-4 術後訪問への動機づけに必要な看護の視点や思いの検証
P Ⅳ-5

有

奈美（市立砺波総合病院)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
P Ⅳ-3

千恵

示説Ⅳ：術前・術中・術後訪問
司会：越塚

P Ⅳ-2

将

稲垣友里花

-止血綿布のカウントと X 線造影糸導入への課題- 富士重工業健康保険組合太田記念病院 鈴木

15：50〜16：50

茂樹

星ヶ丘医療センター

-システムの構築から定着に至るまでP Ⅲ-6

野口

福井赤十字病院 常見いずみ

宮里あずさ

高砂市民病院

阪本

瑞穂

福岡大学筑紫病院

中山

仁美

大牟田市立病院 梅原

由美

術前訪問の充実に向けた取り組み
-業務改善と意識調査を行って-

P Ⅳ-6

術後訪問定着への取り組み

P Ⅳ-7

癌の摘出手術を受ける患者家族への看護の実際 -術前・術中・術後訪問を通して-

一般財団法人厚生会仙台厚生病院
福井県済生会病院

赤坂真美子
津田美智子

第日目

プログラム

Room A：メインホール
8：30〜9：30

10 月 11 日（土)

教育講演
司会：分倉千鶴子（鳥取大学医学部附属病院)

手術室の安全管理の潮流とチーム医療

9：40〜11：10

横浜市立大学附属病院医療安全・医療管理学

シンポジウムⅡ：周術期のチーム医療
司会：大嶽

菊地

龍明

-術前外来から術後回復にむけて-

浩司（昭和大学病院附属東病院麻酔科）石田

静恵（富山県済生会高岡病院)

名古屋第二赤十字病院における「手術・検査支援センター」の開設と活動
名古屋第二赤十字病院麻酔・集中治療部

高須

宏江

術前外来において手術室看護師が行う患者の術前チェック・麻酔説明業務の実際
鳥取大学医学部附属病院

畠山久美子

周術期の口腔ケア・オーラルマネジメント

兵庫医科大学歯科・口腔外科学講座

岸本

裕充

周術期チームとしての管理栄養士のあり方

-術前栄養指導導入を経験して- 前橋赤十字病院栄養課

山本

淳子

11：20〜12：00

大会長講演
司会：辻

手術室看護管理者に求められるもの

12：20〜13：20

八重子（市立札幌病院)

九州大学病院

濱田

正美

ランチョンセミナー 5
司会：昆野亞友子（労働者健康福祉機構関東労災病院)

リフレクションとナラティブアプローチで“現場”を変える
ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院

13：40〜14：55

益田

早苗

特別講演
司会：松田美奈子（福岡大学病院)

未来をくれためぐり合い

15：20〜16：30

-あなたに会えて本当によかった-

ESPERANZA

トピックスⅡ：手術看護における倫理 -日々実践のなかでの葛藤を共有しよう司会：中村

裕美（日本赤十字豊田看護大学看護学部）佐藤 浩美（徳島大学病院)

1．2 事例から振り返る手術看護における倫理

札幌医科大学附属病院 越山

直美

JCHO 仙台病院

久美

2．周手術期におけるチーム医療に望むこと

村木

3．新手術室に移動するスタッフへの倫理的配慮 -移行計画について管理的側面から倫理的検証をする北里大学東病院

16：30〜16：40

京子

閉会式

第 29 回年次大会案内・次期大会長挨拶

16：40

八田

日本手術看護学会北海道地区会長

辻

八重子

日本手術看護学会九州地区副会長

田菜穂子

閉会の辞

Room B：国際会議室（501)
8：30〜9：30

10 月 11 日（土)

看護実践セミナー 1
司会：西鶴

術前に必要なフィジカルアセスメント

理恵（恒心会おぐら病院）上村

仁美（宮崎市郡医師会病院)

豊島 康仁（大阪市立総合医療センター)

9：40〜10：30

研究発表

第 18 群：術前・術中・術後訪問Ⅲ
座長：井岡 京子（埼玉医科大学病院)

18-1

術後訪問の定着に向けた取組みとその結果

市立札幌病院

18-2

術後訪問導入における手術室看護師の意識と課題

18-3

手術室看護師の看護評価手段の現状と術後訪問導入による看護評価手段の変化

済生会山口総合病院
滋賀医科大学医学部附属病院

18-4

山下さおり
田原

康代

野村

愛実

藤原

亮介

外山

喬士

周術期オリエンテーションの質の向上を目指した取り組み
-他部署と連携した手術患者用オリエンテーション動画の導入-

和歌山労災病院

18-5 「術前診察室」導入における，手術部看護師の「術前オリエンテーション」に対する意識の変化
旭川医科大学病院

10：40〜11：40

トピックスⅠ
司会：澤田 真樹（国立病院機構仙台医療センター)

臓器提供から移植まで

12：20〜13：20

-手術室看護師の役割-

日本臓器移植ネットワーク東日本支部 中村

善保

ランチョンセミナー 6：手術室における褥瘡対策の視点から考える
司会：白坂

1．クッション材に求められる機能と最適選定

幸子（宮崎大学医学部附属病院手術部)

株式会社イノアックリビング 太田

胆斗

北海道大学大学院情報科学研究科生命人間情報科学専攻 髙橋

誠

2．マットレスのかたさ／やわらかさ -反発と弾性-

13：40〜16：00

教育セミナー：これでスッキリ！チームで考える周術期の体温管理悩み解決
司会：内田智穂子（久留米大学病院）小田原直美（福岡大学筑紫病院)
讃岐美智義（広島大学病院麻酔科）郡

隆之（利根中央病院外科)

佐藤久美子（箕面市立病院）河野 易子（名古屋大学医学部附属病院)
九州地区手術看護認定看護師会

Room C：502・503
8：30〜9：30

10 月 11 日（土)

看護実践セミナー 2
司会：一法師久美子（九州大学病院)

小児手術への支援

9：40〜10：40

-チャイルド・ライフ・スペシャリストの活動より-

研究発表

野田扶美枝（福岡大学病院小児科)

第 19 群：手術室運営・看護管理Ⅱ
座長：小林 千尋（愛知医科大学病院)

19-1

手術看護業務の実態調査

-外部委託による「術式別セット化」導入に向けて金沢大学附属病院

19-2

手術室における消毒薬使用量の削減の取り組み

19-3

ラテックスアレルギーのリスク判断基準の経済効果

国立病院機構長崎医療センター

19-4

上野
原

絢恵
健太朗

熊本大学医学部附属病院

吉田裕二朗

看護師が介入できる手術入れ替え時間の検証

仙台市立病院

伊藤えみ子

19-5

手術センター看護師のコスト意識の向上とコスト削減の成果

長野市民病院

和田麻巳子

19-6

ロボット手術を手術室稼働時間内に 1 日 2 件行うための業務改善

10：50〜11：30

12：20〜13：20

千葉県がんセンター

松本

里枝

兵庫医科大学医療人育成センター

土藏

愛子

学会認定制度説明会

ランチョンセミナー 7
司会：能塚

米国ではどうしている？

覚美（社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院中央手術部)

-周術期の皮膚損傷予防対策Medline Industries. Inc. Chief Nursing Officer

Martie L. Moore

13：40〜14：20

研究発表

第 22 群：看護記録・クリニカルパス
座長：本荘

信賢（北海道立子ども総合医療・療育センター)

22-1

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 2 報)

22-2

手術部以外における手術看護記録の活用の実態

福井大学医学部附属病院
-アンケート調査を通して-

東京医科歯科大学医学部附属病院

相原

淳子

八尾徳洲会総合病院

八鍬

貴則

労働者健康福祉機構山陰労災病院

伊藤

寛子

22-3 電子カルテの独自テンプレートを使用した術中看護記録の改善
22-4

釼内由香里

手術終了時の申し送りの問題点を明らかにする
-手術看護師と病棟看護師のアンケート調査を通して-

14：40〜15：20

研究発表

第 25 群：チーム医療Ⅰ
座長：秋葉

由美（総合病院国保旭中央病院)

25-1

脳死肝移植術の事例を通した，チーム医療における手術室看護師の役割に関する検討

25-2

救急病院の手術室における診療科別チームナーシングの有効性

25-3

認定看護師による手術室・病棟看護師合同学習の効果

25-4

脊椎手術における腹臥位術中の褥瘡予防対策

金沢大学付属病院
京都第二赤十字病院

研究発表

寛子

福田紗矢香

京都保健会京都民医連中央病院

鶴谷

悠未

九州大学病院

和田

美香

-術中 2 時間毎の除圧対策を導入して-

15：40〜16：20

茶谷

第 28 群：チーム医療Ⅱ
座長：菊地 雅文（社会医療法人緑泉会米盛病院)

28-1

手術室見学導入による周手術期の継続看護への効果
-病棟看護師へのアンケート調査からみえてきたこと-

28-2

久留米大学病院

中島

和泉

京都第二赤十字病院

田中

健吾

手術室における臨床工学技士の貢献
-スタッフアンケートの結果から-

28-3

周術期チーム医療の中での手術室看護師の役割

28-4

手術室看護師から見た ORT への取り組み

-多職種で取り組む胎内からの手術看護-

佐賀大学医学部附属病院

-10000 例から見えてきた有用性と問題点-

前橋赤十字病院

Room D：411・412
8：30〜9：30

橋本真由美
神尾

亜弥

10 月 11 日（土)

看護実践セミナー 3
司会：菅原 実夏（札幌医科大学附属病院)

見つけよう看護研究の『種』

9：40〜10：20

研究発表

草柳かほる（東京女子医科大学看護学部)

第 20 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅳ
座長：木下 千鶴（医療法人母恋天使病院)

20-1

ポリエチレンジェルシートが脊椎整形外科手術患者の皮膚障害防止に及ぼす効果

20-2

脊椎後方手術における皮膚障害予防への取り組み

20-3

小児脳外科の腹臥位手術における頭部支持器使用時の皮膚発赤及び褥瘡発生率と要因調査

20-4

脊椎後方手術フレーム®
に全身用ウレタンマットを使用した体位固定の効果

大阪府済生会茨木病院手術室

岸田

千陽

国家公務員共済組合連合会熊本中央病院

野口

朋子

穂満

茜

羅本

由佳

兵庫県立こども病院
-体圧分散性と出血への影響を検証して-

10：40〜11：30

研究発表

大阪府立成人病センター

第 21 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅴ
座長：常見いずみ（福井赤十字病院)

21-1

手術室における SpO2測定プローブによる紅斑が持続する患者の傾向と適切な装着時間の検討
東北公済病院

下川原沙織

21-2 カンポメリック症候群により体位固定に難渋した 1 例 長野県立病院機構長野県立こども病院
21-3

粥川

絵理

大平

洋次

全身麻酔下砕石位時における仙骨部の置き直しの効果
-置き直し前後の仙骨部体圧値を比較して-

いわき市立総合磐城共立病院

21-4

ソフトナース®
を使った腹臥位用頭部支持枕の検討

21-5

開心術における上肢新固定法の有効性の評価

12：20〜13：20

医療法人整友会弘前記念病院
医療法人光晴会病院

松橋菜美子
吉田

美佳

ランチョンセミナー 8
司会：山本 裕子（北海道大学病院手術部ナースセンター)

手術部看護師が知っておくべき電気とガスの知識

13：40〜14：30

研究発表

国立病院機構九州医療センター麻酔科 甲斐

哲也

第 23 群：新人教育
座長：山原 敦子（神戸大学医学部附属病院)

23-1 「見て解る脊椎内視鏡下手術の器械出し手順書」の新人教育における有効性について
医療法人スミヤ角谷整形外科病院
23-2

術後患者の病棟搬送を行った手術室看護師の体験

公立豊岡病院組合立豊岡病院

23-3

手術室新人看護師に対するシャドウィング研修の効果

23-4

A 病院手術部における全スタッフ参加型新人教育に関する研究

前橋赤十字病院

-新人指導者チェックリスト導入前後のスタッフの意識変化-

金沢大学附属病院

藤田

ゆり

芳田美由紀
星野

理恵

小林紗緒里

23-5 島根県下手術室看護師を対象とした DAM 研修の効果についての検討
国立病院機構浜田医療センター

14：40〜15：30

研究発表

松本

恵

第 26 群：継続教育Ⅳ
座長：弘末 正美（高知大学医学部附属病院)

26-1 国外の手術看護教育における年代別の研究動向
26-2

順天堂大学医療看護学部

古島

幸江

村川

広紀

看護学生の手術室実習における実習指導要綱の作成とその有用性の検討
山形大学医学部附属病院

26-4

郷美

手術看護認定看護師が器械出し看護において用いている『知』の構造
東京女子医科大学大学院

26-3

水谷

手術室看護師の自己効力に関する研究

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院

紺屋ゆかり

26-5 肩関節鏡下手術により頭部脱毛を発生した症例における継続看護への取り組み
JCHO 仙台病院

15：40〜16：30

研究発表

飯川

朋実

第 29 群：継続教育Ⅴ
座長：半田麻理栄（労働者健康福祉機構山口労災病院)

29-1 新診療整形外科手術導入における段階的教育方法の試案とその評価 国立病院機構西群馬病院

石坂

邦枝

29-2 複数施設の手術室看護師を対象とした手術体位研修会の効果
がん・感染症センター都立駒込病院
29-3

ナラティブが手術室看護師に及ぼす影響

29-4

手術体位別褥瘡好発部位に関する病棟看護師の意識と課題

29-5

手術室におけるクリニカルラダー熟達者が実践するメインリーダー行動

聡子

産業医科大学病院 穴井

辰典

Room E：413・414
8：30〜9：20

大地友記子

国立病院機構京都医療センター 栗岡
前橋赤十字病院

高橋

晃平

10 月 11 日（土)

中堅者受講者報告会
司会：石山 映子（小田原市立病院）工藤 早苗（京都第二赤十字病院)

1．術前麻酔科外来にての新人スタッフ教育

東邦大学医療センター大森病院 浦田

2．プリセプターシステムの円滑な運用を目指して

-TOC 考察プロセスの活用-

3．病院再開発に向けて，リーダーシップを発揮する
4．中堅者としての役割

-人材育成に対する取り組み-

5．最善で有効的な手術看護を目指して

-暗黙知の言語化を図る-

香苗

前橋赤十字病院 小西さつき

佐賀大学医学部附属病院 久富佳寿美
大崎市民病院 櫻井
金沢大学附属病院

山本

美帆
愛依

9：40〜10：30

看護管理受講者報告会
司会：平野 博美（東京医科歯科大学医学部附属病院）横田富美子（済生会川口総合病院)

1．救命救急センター開設後の働き甲斐のある手術センターを目指した取り組み
JA 愛知厚生連海南病院
2．より良い手術室運営を目指して

田中

隆子

厚生連相模原協同病院 加藤

妙子

3．術前訪問の見直し

奈良県立五條病院

阪本はるみ

4．材料部業務活性化に向けた委託業者との連携強化への取り組み
-委託業者の意識改革を通して-

東京医科歯科大学医学部附属病院 橋本

5．ラダーレベルⅢの看護師の教育体制への取り組み

JCHO 仙台病院

6．手術室業務改善の取り組み -効率化と質の向上を目指して-

10：40〜11：30

素乃

大原

恵美

医療法人明和病院 坂本

由香

認定看護師活動報告会
司会：品澤 一寿（医療法人社団昌医会葛西昌医会病院）荻原

準（伊那中央病院)

1．終末期患者の症状緩和を目的とした手術における手術看護認定看護師の対応
-3 分野の認定看護師が連携した事例を通して-

盛岡赤十字病院 斉藤

2．認定看護師教育センター修了生として器械出し看護を考える
3．看護師が行う病棟内勉強会への取り組み
4．当院手術センターにおける認定看護師の意義と役割
5．手術看護認定看護師に求められる役割

12：00〜12：20

公立昭和病院

岡﨑

国立成育医療研究センター

石崎

薫

JA 愛知厚生連海南病院 澤田

大和

総会

研究発表

孝徳（琉球大学医学部附属病院)

第 24 群：安全管理Ⅰ
座長：大内

24-1

政秀

地域医療機能推進機構中京病院 佐藤明日美

司会：宮城

13：40〜14：40

美香

智美（大垣市民病院)

手術安全チェックリスト導入の効果
-手術室看護師の認識と行動の変化-

地域医療推進機構群馬中央病院 阿部

雅俊

24-2 閉創前タイムアウト導入の取り組み
-インシデント事例からの検討24-3

手術安全チェックリストの効果と課題

24-4

手術安全チェックリスト電子化への取り組み

山形市立病院済生館 高橋真由美
大分県立病院

村上

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 森

智子
祐子

24-5 コミュニケーションツール活用によるアクシデント防止の効果
24-6 器械紛失を防ぐための試み

14：50〜15：50

研究発表

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院

大北

真実

兵庫県立西宮病院

松川

理恵

第 27 群：安全管理Ⅱ
座長：松本 亜矢（仙台赤十字病院)

27-1

手術室看護師の針刺し切創事故減少の取り組み
-シミュレーション参加型学習会を取り入れた効果-

一般財団法人住友病院

内海

尚子

27-2 光学的出血量測定の試み -目視による判断の危険性-

東海大学医学部付属病院

西田

真悟

済生会京都府病院

27-3 危険予知トレーニングの教材作成の効果
27-4

手術室看護師の術中放射線被曝低減のための取り組み

27-5 危機的出血のシミュレーションがもたらした効果
27-6

下畑

美香

社会福祉法人聖霊会聖霊病院 各務

一平

広島赤十字・原爆病院 管田

忍

手術室での急変時対応における取り組み
-急変時対応のシミュレーションの有効性の検証・その 2-

佐久市立国保浅間総合病院

中島

里美

Room F：401〜406
9：00〜10：00

10 月 11 日（土)

示説Ⅴ：皮膚・神経障害の予防・DVT 対策，感染対策，その他
司会：山田 智子（高松赤十字病院)

P Ⅴ-1 器械出し看護師の二重手袋装着を阻害させる要因
P Ⅴ-2

手術時手洗い手技標準化へ向けての取り組み

P Ⅴ-3

手術室における器械出し看護師のストレスの検証

岐阜市民病院

手術室のイメージに対する意識調査

岩手県立胆沢病院

恵実

大牟田市立病院 猿渡

智之

公立学校共済組合東北中央病院 安達

太希

腹腔鏡下腸切除術時における除圧効果に関する研究
-体圧測定器具を用いて-

P Ⅴ-8

綜合病院山口赤十字病院

藤井 和美

四点支持台を使用した脊椎腹臥位手術における体圧分散効果の検証
国立病院機構嬉野医療センター 土井

P Ⅴ-9

斐香

松野

手術室環境の清浄化への取り組み

P Ⅴ-6 馬蹄型顔台使用頸椎手術における顔用皮膚保護材の検証
P Ⅴ-7

石川

-A 病院に勤務する看護師にアンケート調査を実施して徳島県立中央病院

P Ⅴ-5

亜彩

市立釧路総合病院 三船小里絵

-STAI，唾液アミラーゼ測定を用いた経験年数による比較分析P Ⅴ-4

松久

千佳

A 病院のロボット支援根治的前立腺摘除術における褥瘡対策
-トレンデレンブルグ体位固定方法の検証と改良型体位固定方法の評価弘前大学医学部附属病院

10：10〜11：10

福士 真一

示説Ⅵ：患者・家族への心理的援助，体温管理
司会：小柳 利彦（国立病院機構長崎川棚医療センター)

P Ⅵ-1

不安の軽減を目的とした手術室入室時迎え方の検討

P Ⅵ-2

早期加温開始による患者体温低下予防効果の検討

総合病院伊達赤十字病院

木村明日香

国立病院機構横浜医療センター

田中美保子

-麻酔導入前からの加温および病棟からの加温の効果についてP Ⅵ-3

肩関節鏡視下手術患者の保温 -ジェル状ホットパックを作成して-

P Ⅵ-4

患者の術前・術中に求める手術室看護とは -アイダ・ジーン・オーランドの看護理論を用いて-

宇陀市立病院

久留米大学医療センター
P Ⅵ-5

術中待機する患者家族への PHS での情報提供のタイミング

P Ⅵ-6

手術入室時刻を伝達するタイミングの検討
-入室時刻が早まった患者の行動と気持ちから-

P Ⅵ-7

局所麻酔下前立腺生検を受ける患者の羞恥心の軽減への取り組み

P Ⅵ-8

術前申し送り時の待ち時間に対する患者の気持ち

-生検パンツを試用して-

第2報

野々下裕子
伊良部和馬

大阪府済生会千里病院 押川

加代

徳島赤十字病院 津島

史惠

東京医科歯科大学医学部附属病院

高橋

翔

館林厚生病院 細川

智代

