第日目

プログラム

第 1 会場：大ホール（A・B)
9：30〜10：00

10 月 9 日（金)

開会式・オープニングセレモニー

第 29 回大会長挨拶

日本手術看護学会北海道地区会長

理事長挨拶

日本手術看護学会理事長

来賓祝辞

10：10〜10：50

公益社団法人北海道看護協会会長

辻

八重子

石橋まゆみ
平山

妙子

大会長講演
司会：小池喜代子（仙台市立病院)

手術室看護管理の実際

11：00〜12：00

-手術看護の質の向上を目指して-

市立札幌病院

手術看護における倫理的課題

宗子（北里大学病院)

-あなたにゆだねられる倫理的判断とは東京医科歯科大学医学部附属病院看護部

13：50〜15：40

小笹

由香

ランチョンセミナー 1
司会：牧村

看護のちから

八重子

教育講演Ⅰ
司会：横溝

12：30〜13：30

辻

将和（大垣市民病院中央手術室)

-手術室看護師には何ができるのか-

シンポジウム：周術期患者管理の質の向上
司会：菊地

安城更生病院看護部

駒田

裕司

-術前から始まる手術患者の安全確保-

京子（前東邦大学医療センター大橋病院） 福山

麻里（奈良県立医科大学附属病院)

1．患者サポートセンターにおける多職種と連携した周術期管理
-入退院支援室の取り組みJA 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター患者サポートセンター
2．周術期患者管理の質向上

-術前から始まる手術患者の安全確保-

3．安全確保のための多職種による情報共有
4．周術期管理チームで取り組む術前外来

15：50〜16：50

浩美

岡山大学病院

佐藤真千子

東邦大学医療センター大橋病院

井草ひろみ

-手術室看護師が行う術前評価の実際-

倉敷中央病院

山本

千恵

教育講演Ⅲ
司会：我妻

手術看護の可視化と質の評価

研究発表

裕子（JCHO 仙台病院)

東京医科歯科大学医学部附属病院

第 2 会場：特別会議場
10：10〜11：00

中島

平野 博美

10 月 9 日（金)
第 1 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅰ
座長：伊藤 五月（東北薬科大学病院)
社会医療法人社団高野会高野病院

1-1

肛門疾患手術における Jack knife 体位の統一化に向けて

1-2

手術中の牽引体位時に体幹ベルトの使用によってずれを軽減する効果

1-3

整形外科脊椎後方手術に使用する 4 点フレームの除圧材の検討

富山県厚生連滑川病院
信州大学医学部附属病院

神代

尚嗣

伊井美乃里
林

絵美

1-4 脊椎腹臥位手術における表皮剝離の発生要因に関する検討
社会医療法人共愛会戸畑共立病院
1-5 脊椎後方手術における顔面皮膚表皮剝離予防への取り組み

11：10〜12：00

大和高田市立病院

山口

裕

大隅由季子

教育講演Ⅱ
司会：渋谷かをり（北海道大学病院)

手術室の安全を測る -インシデント報告とその活用について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

12：30〜13：30

ランチョンセミナー 2
司会：本莊

信賢（北海道立子ども総合医療・療育センター手術室)

手術用手袋 安全・安心の新習慣 -手荒れ対策と SSI 対策-

13：50〜14：40

研究発表

矢上

晶子

労働者健康福祉機構大阪労災病院肝胆膵外科 清水

藤田保健衛生大学医学部皮膚科学講座

潤三

第 7 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅱ
座長：守山 聡美（姫路赤十字病院)

7-1

手術を受ける患者の医療機器関連圧迫創の発生状況と予防看護
西宮市立中央病院

-医療従事者の知識向上に向けての取り組み7-2

国立病院機構長崎医療センター

全身麻酔下の術中褥瘡予防対策の現状調査

日野
原

幸一
健太朗

7-3 腹腔鏡下結腸手術の体位固定の工夫 -頸部負担を重視した体位固定の改善を目指して堺市立病院機構堺市立総合医療センター
7-4

BMI 値別に検討した腹腔鏡下大腸手術における体圧分散方法

7-5

手術室から発信する適切な弾性ストッキングの装着

14：50〜15：40

研究発表

川岸真紀美

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院

寳來

杏

市立貝塚病院

友寄

隆也

第 10 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅲ
座長：渡部 早人（愛媛県立中央病院)

10-1

頭低位・高度頭低位が手術後の頭頸部変化に及ぼす影響に関する実態調査

10-2

手術室看護師と病棟看護師のロボット支援下前立腺摘出術後の皮下気腫に対する意識調査

金沢大学附属病院

川島

愛

阿部

倫治

東邦大学医療センター大森病院

西嶋

俊博

がん・感染症センター都立駒込病院

佐藤

春代

大楠

綾子

東邦大学医療センター大森病院
10-3

ロボット支援下前立腺摘出術における皮下気腫の発症状況と要因についての調査

10-4 整形外科腹臥位手術における術前からの保湿ケアの取り組み
10-5 脊椎最小侵襲手術の腹臥位時における顔面部褥瘡予防の取り組み 「
- ずれ力」の比較検討労働者健康福祉機構九州労災病院

15：50〜16：30

研究発表

第 14 群：体温管理Ⅱ
座長：渡部みずほ（越谷市立病院)

14-1

全身麻酔下腹臥位手術を受ける患者を入室前より加温した場合と加温しない場合の術中体温低下の変化
長崎掖済会病院

14-2

脊椎内視鏡手術の術中体温管理

高瀬江利子

-腹臥位 4 点支持器使用時の下肢加温と腹部加温奥州市立総合水沢病院

14-3 腹臥位手術患者における手術前加温による体温変化の推移

奈良県立医科大学大学院

坂本

晶彦

松田紗知子

14-4 泌尿器科の予定手術患者の病棟での手術前加温による体温低下予防の効果
国立病院機構水戸医療センター

第 3 会場：中ホール
10：10〜11：00

研究発表

飯塚

由記

10 月 9 日（金)
第 2 群：継続教育Ⅰ
座長：秋葉 由美（総合病院国保旭中央病院)

2-1 心臓血管外科手術器械出しの指導におけるナラティブとシャドウィング導入効果の検証
済生会山口総合病院
2-2

柚木奈津子

人工股関節置換術における看護師の器械出し技術の向上を目指した取り組み
岐阜大学医学部附属病院

水野

美郷

医療法人スミヤ角谷整形外科病院

的羽

まや

2-3 「肩関節鏡視下手術の器械出し手順書」の有用性について

2-4

手術介助マニュアルの電子化
-不安やストレスを軽減することができる手術介助マニュアルを目指して佐賀大学医学部附属病院

桐明

祐弥

山本

涼

2-5 脊椎麻酔・硬膜外麻酔下での帝王切開術における看護師の行動と時間の変化
-超緊急帝王切開術（グレード A）のシミュレーションを実施して滋賀医科大学医学部附属病院

11：10〜12：00

研究発表

第 5 群：体温管理Ⅰ
座長：下土井久美子（広島記念病院)

5-1 脊椎麻酔下経尿道手術を受ける患者に対する下肢保温の効果
山形市立病院済生館

織田

士子

公益財団法人天理よろづ相談所病院

市川

慶幸

-吸湿発熱繊維覆布，熱反射素材覆布のシバリング抑制効果5-2

全身麻酔手術における低体温発生要因の実態調査

東京女子医科大学病院

荒木田真子

東邦大学医療センター佐倉病院

託見真理子

5-3 消化器外科における手術中の体温変化の現状
5-4 腹腔鏡下截石位手術における低体温予防に効果的なブランケットの検討
5-5

ロボット支援下前立腺全摘術におけるアンダーブランケットを用いた加温の有効性
広島大学病院

12：30〜13：30

ランチョンセミナー 3
司会：本間

縫合糸の Infection Control Science（感染制御学） -Plus Suture に花束を-

13：50〜14：40

橋本奈央子

研究発表

敦（旭川医科大学病院)

尼崎厚生会立花病院 及川

慶浩

第 8 群：継続教育Ⅱ
座長：中山 龍二（藤枝市立総合病院)

8-1

評価・フィードバックを取り入れたことによる手術室看護に対する意識の変化
地域医療振興協会飯塚市立病院
金沢大学附属病院

8-2

手術部看護師経験年数と内発的動機づけ要素との関連の実態調査

8-3

手術部看護師のエゴグラムとアサーティブネスとの関連がリーダーシップ行動に与える影響
金沢大学附属病院

8-4

佐藤

美佳

佐藤ゆかり
山森美智子

手術室におけるクリニカルラダー，一人前が実践するメインリーダー行動の自己評価の実態
前橋赤十字病院

-メインリーダー自己評価尺度を用いて-

14：50〜15：30

研究発表

田中

大樹

第 11 群：継続教育Ⅲ
座長：赤間美恵子（労働者健康福祉機構東北労災病院)

11-1

手術室看護師の解剖生理に対する意識の変化がもたらす効果
宮城県立がんセンター

-人体模型作製による学習を通して-

山口

真紀

11-2 フィジカルアセスメントの意義を再認識させた，手術看護認定看護師への研修
熊本市立熊本市民病院
11-3

術後回復室における早期疼痛コントロールに向けて（第一報)

11-4

手術室における抗がん剤取り扱いの教育効果の検証

東京慈恵会医科大学附属病院

15：40〜16：40

研究発表

山上進之介
小林

友美

医療法人王子総合病院 高沢真由美

第 15 群：患者・家族への心理的援助
座長：齋藤 一彦（福井県立病院)

15-1

手術を受ける子どもへのプレパレーション導入の効果

山形市立病院済生館

坂本美智子

15-2 EVLA を受けた患者の満足度に関する要因について
-アンケート調査の分析によりわかったこと15-3

医療法人社団宏和会岡村記念病院

坂部

共央

八戸赤十字病院

工藤

瑞穂

手術待機中の家族に対する支援の考察
-病棟看護師へのアンケート調査を実施して-

日本医科大学付属病院

15-4 ロボット支援腹腔鏡手術を受ける患者が抱く手術へのイメージ
15-5

局所麻酔で手術を受ける患者の手術前から手術後までの思い

15-6

手術を受ける患者の乗り換えホール入室から麻酔導入までの経時的な心理

社会医療法人財団白十字会白十字病院
旭川医科大学病院

17：00〜18：00

大井真貴子
郡山

彩

梅田奈津紀

イブニングセミナー
司会：岩崎

寬（社会医療法人禎心会病院研修センター長麻酔科)

私たち（麻酔科医・看護師）が手術環境最適化のために出来ること
-筋弛緩と TOF ウォッチによるモニタリング-

東京女子医科大学麻酔科学教室 高木

第 4 会場：107・108 会議室
10：10〜10：50

研究発表

俊一

10 月 9 日（金)
第 3 群：感染対策Ⅰ
座長：小林 千尋（愛知医科大学病院)

3-1 器械出し看護師の手術用手袋の交換時期の調査
社会医療法人母恋日鋼記念病院

鈴木

貴子

社会医療法人生長会府中病院

栢木

達浩

沖縄協同病院

上原

理

医療法人北海道整形外科記念病院

松浦

良平

-手術の安全性を高めるために3-2 器械展開時における手術用手袋のピンホール発生状況
-腹腔鏡手術と開腹手術との比較3-3

手術室における眼結膜感染予防
-外回り看護師のアイガード着用に向けて-

3-4 器械出し看護師における職業感染に対する意識向上への取り組み
-アイシールド使用頻度に着目して-

11：00〜11：40

研究発表

第 6 群：感染対策Ⅱ
座長：久保 信子（徳島赤十字病院)

6-1

手術室における粘膜曝露防止対策，防護具装着率上昇に向けた取り組み
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 能塚

6-2

手術室における手指衛生の現状と遵守率向上にむけた取り組み

6-3

ラビング法とスクラブ法の比較

-WHO 直接観察法を導入して-

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院

隅田信一郎

佐賀大学医学部附属病院

橋本真由美

-手術時手指消毒法としてラビング法導入の検討6-4

覚美

A 病院における手術室外回り看護師のゴーグル着用率向上への取り組み
群馬県立がんセンター

12：30〜13：30

博人

ランチョンセミナー 4
司会：平田

精確な体温測定からはじまる周術期体温管理

13：50〜14：50

山崎

哲（旭川医科大学病院病院長・手術部)

札幌医科大学医学部麻酔科学講座 立花

俊祐

看護実践セミナー 1
司会：木村 三香（宮城大学看護学部看護学科)

研究倫理の基礎を学ぶ

15：00〜15：40

研究発表

東京大学大学院医学系研究科医療倫理学分野

第 12 群：情報開示，看護倫理
座長：市島

12-1

佐藤 弘之

哲（やわたメディカルセンター)

手術室での倫理事例検討会
-自分たちの倫理的行動力を評価する-

広島共立病院

金子

友香

12-2

A 手術室における手術看護倫理に関する意識調査

栃木県立がんセンター

橋本

綾子

12-3

手術室看護師の倫理的感受性と倫理的行動の傾向

岩手医科大学附属病院

田鎖

千春

12-4

手術室における倫理カンファランスの効果

前橋赤十字病院 岩崎恵美子

15：50〜16：30

研究発表

第 16 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅳ
座長：藤原

龍市（大分県厚生連鶴見病院)
大阪赤十字病院 尾﨑千佳子

16-1 脊椎腹臥位手術における乳頭部保護の検討と課題
16-2 腹腔鏡下肝臓切除術において皮膚損傷防止に努めた一事例

藤田保健衛生大学坂文種報德會病院
16-3

山本

美好

国家公務員共済組合連合会東北公済病院 澤田

詩織

手術中の血圧測定による皮下出血予防を目的としたワタ包帯の有効性

16-4 マジックベッド®
の厚さの不均衡が体圧分散に与える影響
北海道大学病院

-ウレタンマット併用時-

16：50〜17：20

昂

評議員会

第 5 会場：204 会議室
10：10〜10：50

小塀

研究発表

10 月 9 日（金)
第 4 群：術前・術中・術後訪問，他Ⅰ
座長：安藤 昌代（大阪大学医学部附属病院)

4-1

手術を受ける患者の不安と対象特性
JCHO 相模野病院

-不安抽出アンケートを用いた術前訪問を実施して-

木谷菜穂子

4-2 眼科患者へ DVD を用いた術前訪問の効果
-患者の不安の変化を STAI 不安尺度検査を用いて分析する4-3 緊急手術を受ける子どもと家族に対する術前訪問の検討
4-4

麻酔科術前外来における手術室看護師の介入のあり方の検討

11：00〜11：40

獨協医科大学病院 蛭田

直生

千葉県こども病院 萩原

紗織

自治医科大学附属病院 矢野

碧

トピックスⅠ
司会：石原百合子（岡山大学病院)

日本手術看護学会会員実態調査の結果と分析

13：50〜14：40

研究発表

名古屋第一赤十字病院

大鐘

隆宏

第 9 群：術前・術中・術後訪問，他Ⅱ
座長：狩野 芳子（島根県立中央病院)
国立病院機構高崎総合医療センター

9-1

術前看護の統一に向けての取り組み

9-2

術前診察に対する患者のニーズとニーズを満たすための看護師の関わり

9-3

小児術前オリエンテーションの見直し
-小児用情報収集用紙とパンフレットの導入-

9-4

術前訪問に対する手術室看護師の否定的な思いの分析

研究発表

恵利

千葉県がんセンター

高山

梓

県立広島病院

外輪

良子

社会医療法人敬愛会中頭病院

長田オリエ

高知赤十字病院 石黒亜也子

9-5 ベテラン手術室看護師が術前訪問で実践する技

14：50〜15：50

井上

第 13 群：術前・術中・術後訪問，他Ⅲ
座長：福島 悦子（鹿児島大学病院)

13-1

開頭手術を受ける患者の心理的状況を記録をもとに有効にアセスメントした周術期看護
-アギュララとメズィックの危機理論を用いて-

13-2

短期滞在手術患者の家族の周手術期の不安

13-3

A 病院における術中訪問の試み

-小児外科手術患者の家族に対する面接から-待機家族への電話による術中訪問13-4 家族参加型術中訪問プラン立案の試みとその評価
13-5

工藤

浩美

熊本市立熊本市民病院 喜納寿美子
札幌医科大学附属病院 越山

直美

福井赤十字病院

瑞穂

西尾

手術待機中における患者家族の心理状態の変化
-手術待機中の不安軽減に向けて-

13-6

KKR 札幌医療センター

医療法人寿会富永病院 伹田慎太郎

術後訪問実施時期についての検討
-術後 1 日目と 3 日目以降での比較-

九州労災病院門司メディカルセンター 柿塚麻衣子

16：00〜17：00

研究発表

第 17 群：術前・術中・術後訪問，他Ⅳ
座長：中村

17-1

術後訪問定着に向けての取り組み
市立秋田総合病院

-行動変容における意識の変化，スタッフの意識調査から17-2

手術室看護師が術後訪問実施を困難と感じた要因

17-3

手術室看護師が行う術後患者への意図的なケア

17-4

術後訪問の定着への取り組み

17-5

術後訪問の定着への取り組み

国立病院機構熊本医療センター
北海道大学大学院

-術後訪問の経験に関する看護師の語りから

JR 札幌病院

-看護師の意識変化を目指したアプローチ-

草皆

美樹

木村千奈美
溝部

佳代

円山小百合

公立陶生病院

中山

愛子

一般財団法人住友病院

中山

佳之

-手術看護記録の充実を図って17-6

良子（伊勢赤十字病院)

術後訪問件数増加のための取り組み
-術後カンファレンスが術後訪問目的意識に与える影響-

ポスター会場：201・202・206 会議室
10：10〜11：10

10 月 9 日（金)

示説Ⅰ：手術室運営，看護管理，新人教育，継続教育
座長：石田 博美（石川県立中央病院)
医療法人徳洲会札幌徳洲会病院

P Ⅰ-1

手術室看護師のやりがい調査

P Ⅰ-2

手術室看護における「やる気」に影響するインセンティブについて

P Ⅰ-3

看護補助者業務拡大による看護業務時間増加への取り組み

労働者健康福祉機構中国労災病院

P Ⅰ-4

ケースカート運用導入における業務改善とその効果

P Ⅰ-5

手術室内申し送りの導入

和貴

大阪赤十字病院

中尾比美子

熊本赤十字病院

宮崎

亮臣

兵庫県立尼崎総合医療センター

住友

拓夢

大滝

周

実習指導者から見る手術室看護実習教育の現状と課題

P Ⅰ-7

手術室見学実習の学習効果の向上を図る実習記録用紙（その 3）
昭和大学

-実習記録用紙の改訂新人看護師に対しての関わり

川崎医科大学附属病院

-一貫した新人看護師教育を目指して-

難波由香里

指導者が手術室新人看護師に求める緊急手術の対応に必要な看護実践能力に関する調査
労働者健康福祉機構熊本労災病院

P Ⅰ-10

鍋島

赤坂真美子

P Ⅰ-6

P Ⅰ-9

理子

一般財団法人厚生会仙台厚生病院

-効率的かつプライバシーに配慮した方法を検討して-

P Ⅰ-8

井上

千々和多恵

手術看護における術後カンファレンスの継続が自己効力感に及ぼす効果
岩手医科大学附属病院循環器医療センター

11：10〜12：10

舘野

修子

示説Ⅱ：継続教育，危機管理，安全管理
座長：宮本いずみ（久留米大学医学部看護学科)
東京都立大塚病院

荒巻

佳代

医療法人王子総合病院

吉田

知美

東京都保健医療公社東部地域病院

海野

友紀

JA 秋田厚生連平鹿総合病院

石橋

智子

岩手県立大船渡病院

畑中

広江

東京都立小児総合医療センター

米谷

恭子

名古屋第二赤十字病院

中村

昌夫

P Ⅱ-1

超緊急帝王切開術外回り看護手順の動画化による効果

P Ⅱ-2

手術室看護師の抗がん剤取り扱いの現状調査と，抗がん剤曝露予防教育の評価

P Ⅱ-3 消毒液に対するコスト意識を継続できた一考察
P Ⅱ-4

手術室におけるラテックスアレルギー対策への取り組み
-手術室看護師への意識調査から-

P Ⅱ-5

A 病院の病棟看護師のラテックスアレルギーに対する意識調査

P Ⅱ-6

ラテックスアレルギーに関する看護師の認識および対策の現状と介入方法の検討
-自治体病院 8 施設の手術室でのアンケート調査より-

P Ⅱ-7 手術室におけるラテックスアレルギー対策
-ラテックスセーフ環境の標準化と周知P Ⅱ-8 手術における体内遺残カウント業務に関する現状調査
-術後のカウントに関する報告-

日本手術看護学会関東甲信越地区認定看護師活動研究 A 班 佐々木和代

P Ⅱ-9

手術における体内遺残防止カウント業務に関する実態調査
-カウント業務の記録に関する報告日本手術看護学会関東甲信越地区認定看護師活動研究 A 班 宮下真由美

P Ⅱ-10

手術における体内遺残防止カウント業務に関する実態調査
-カウントのタイミングに関する報告日本手術看護学会関東甲信越地区認定看護師活動研究 A 班 大久保千夏

P Ⅱ-11

手術における体内遺残防止カウント業務に関する実態調査
-カウントの対象に関する報告-

13：50〜14：50

日本手術看護学会関東甲信越地区認定看護師活動研究 A 班 古島 幸江

示説Ⅲ：危機管理，安全管理，体温管理
座長：早川

P Ⅲ-1
P Ⅲ-3

滋賀医科大学医学部附属病院

薗田

知美

社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院

藤田

大樹

佐世保市立総合病院

石田

麻紀

星ヶ丘医療センター

楠本

美紗

三菱京都病院

日向

律子

手術安全チェックに関する現状調査

P Ⅲ-2 執刀前タイムアウト導入後の実態調査

功子（藤田保健衛生大学病院)

チームで取り組む体内遺残防止
-タイムアウト導入に向けての意識調査-

P Ⅲ-4

A 病院手術室における針刺し・切創事故の要因と傾向

P Ⅲ-5

手術室における針刺し・切創事故の防止対策
-一方的ハンズ・フリー法を導入して-

P Ⅲ-6

気管挿管チューブのカフ圧を感覚に頼っている現状
有隣会東大阪病院

-パイロットバルーンは，今でも耳たぶP Ⅲ-7

麻酔を受ける小児の効果的な点滴固定法の検討

P Ⅲ-8

術中大量出血に対するシミュレーション

近畿大学医学部堺病院

仲村

千春

市立函館病院

石川

鉄朗

北海道中央労災病院せき損センター

市川

勝一

三嶋

幸美

-アクションカードの効果P Ⅲ-9
P Ⅲ-10

頸髄損傷患者のプレウォーミングの有効性

野田志登美

側臥位手術における術中の低体温予防
-タオルケットとアルミシートによる術前からの保温の効果国立病院機構近畿中央胸部疾患センター

15：00〜16：00

示説Ⅳ：防災関係・減災対策，感染対策
座長：井岡

P Ⅳ-1

手術室における災害対応ボード運用の検討 第二報
岐阜市民病院

早見

一輝

弘善会矢木脳神経外科病院

日下

理紗

平成紫川会小倉記念病院

讃岐

祥吾

公立丹南病院

市村

美樹

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院

下林

里穂

-修正したボードの効果と実働下での課題P Ⅳ-2

手術室看護師の地震を想定した訓練の効果
-地震災害危機管理意識の向上を目指して-

P Ⅳ-3 段階的アプローチで実現した多職種との災害訓練
P Ⅳ-4

京子（埼玉医科大学病院)

手術室における災害避難訓練の取り組み
-火災避難訓練を通して-

P Ⅳ-5 災害時の情報収集の統一を目指して
-手術室トリアージシートの有用性の検討P Ⅳ-6

手術室災害対策マニュアルの見直し
-スタッフへのアンケート調査と火災訓練シミュレーションを通して-

P Ⅳ-7

沖縄県立北部病院 城間 恵子

手術室における地震対策
-アクションリサーチを用いた行動の検討-

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 松山

未来

P Ⅳ-8 手術室の清掃行動の習慣化に向けてのアクションリサーチ
P Ⅳ-9

医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 南江

真帆

北海道社会事業協会小樽病院

北川

修司

総合病院水戸協同病院 渋谷

綾子

タオルケットによる微粒子飛散の現状
-不織布カバーによる飛散抑制を試みて-

P Ⅳ-10 定期手術室清浄度測定に追加調査をおこなっての分析

第日目

プログラム

第 1 会場：大ホール（A・B)
9：00〜9：50

10 月 10 日（土)

招待講演
司会：石橋まゆみ（昭和大学横浜市北部病院)

社会保障改革の今後と看護のあり方

10：00〜11：00

-急性期医療に求められるもの-

トピックスⅡ：各認定看護師の活動報告

参議院議員

1．各認定看護師の概要

典子（前橋赤十字病院)

前橋赤十字病院
-今，自分ができること-

公立富岡総合病院

3．手術看護認定看護師の活動の実際

三枝

典子

堀口奈津美

富山県済生会高岡病院

石田

静恵

市立札幌病院

関原

夕子

4．周術期管理チーム看護師の活動の実際

12：10〜13：10

昌宏

-今，自分ができること司会：三枝

2．手術看護実践指導看護師の活動の実際

石田

ランチョンセミナー 5
司会：宇都由美子（鹿児島大学病院医療情報部)

手術室の職種を越えた総力戦による効率的な業務改善

国保松戸市立病院顧問
同
同

13：30〜14：30

副病院長

看護局手術室

小薬

一雄

尾形

章

福井美佐緒

特別講演
司会：関口麻紀子（医療法人北海道整形外科記念病院)

キャンディ愛看護愛

14：40〜16：20

漫画家

いがらしゆみこ

教育セミナー：手術室看護師が実践するフィジカルアセスメント
司会：山本

裕子（北海道大学病院） 西澤

コメンテーター：枝長

佳代（旭川赤十字病院)

充隆（札幌医科大学医学部麻酔科学講座)
五百蔵三奈（札幌医科大学附属病院)

佐伯

猛（JA 北海道厚生連帯広厚生病院)
北海道手術看護認定看護師チーム

16：30〜16：40

閉会式

第 30 回年次大会案内・次期大会長挨拶

16：40〜

日本手術看護学会東北地区会長

小池喜代子

閉会の辞
日本手術看護学会北海道地区副会長 芳賀真理子

第 2 会場：特別会議場
9：30〜10：30

研究発表

10 月 10 日（土)
第 18 群：危機管理，安全管理Ⅰ
座長：青野 愛里（高知大学医学部附属病院)

18-1

看護師による気道管理技術習得

18-2

手術室看護師が個別で行っているリスクマネジメントの現況

-気道管理トレーナー学習後に患者でのマスク換気を行って-

西脇市立西脇病院

阪上かおり

-グループインタビューでの語りから見えたものとちぎメディカルセンター下都賀総合病院
18-3

ターニケット使用時の皮膚障害対策に取り組んで

18-4

ラテックスアレルギー対策への取り組み

木塚

康江

水戸済生会総合病院

飛田

和也

東京都立墨東病院

小宮

智子

18-5 夜間超緊急帝王切開術（夜間 A カイザー）を安全で円滑に受け入れるために
-動画教材を用いた教育を導入して18-6

手術室安全チェックリスト導入の効果と課題

東京歯科大学市川総合病院
兵庫県立こども病院

鶴岡栄梨子
新井

良子

10：40〜11：40

看護実践セミナー 3
司会：佐伯

猛（JA 北海道厚生連帯広厚生病院） 長井 香織（市立旭川病院)

手術看護認定看護師が考える器械出しの専門性

12：10〜13：10

公立豊岡病院組合立豊岡病院

小畑

敬信

ランチョンセミナー 6
司会：久保田英雄（東京医科歯科大学医学部附属病院材料部)

看護師の考える手術用鋼製器具トレーサビリティ

東京医科歯科大学医学部附属病院手術部

岡林 紀恵

福島県立医科大学附属病院手術部 貝沼

13：30〜14：20

看護実践セミナー 4
司会：本間

そのときどうする？

敦（旭川医科大学病院)

-麻酔科医と手術室看護師が連携して危機的状況に対応する札幌医科大学医学部麻酔科学講座 新山

14：30〜15：30

研究発表

幸俊

第 24 群：危機管理，安全管理Ⅱ
座長：島田

24-1

純

由子（桐生厚生総合病院)

タイムアウトに関する文献研究
-タイムアウトの実施状況と意識・意義・行動の変化そしてその効果について-

24-2

社会医療法人社団順江会江東病院

鶴見

睦海

国立病院機構仙台医療センター

阿部

俊介

川渕

康司

米丸

諭

田中

寛子

原

祐子

WHO 手術安全チェックリストの効果
-情報共有の視点から-

24-3

手術安全チェックリストに対する職種間における認識の比較
-手術安全チェックリスト導入後の現状調査及びアンケート調査から奈良県立医科大学附属病院

24-4

手術安全チェックリストを適切に実施する人の考えや思いに関する調査
掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター

24-5

手術安全チェックリストの正しい運用に向けての検討
鳥取大学医学部附属病院

-チェック項目記載漏れの対策を実施して（第 2 報)

川崎市立川崎病院

24-6 「手術安全チェックリスト」を導入しての安全意識に関する追跡調査

第 3 会場：中ホール
9：30〜10：30

研究発表

10 月 10 日（土)
第 19 群：チーム医療Ⅰ
座長：井上

19-1

A 病院の術前外来の現状調査

19-2

A 病院における手術部看護師による麻酔説明に対する評価
-アンケート調査を実施して-

19-3

東邦大学医療センター大森病院

吉田

実知

鳥取大学医学部附属病院

松原

真紀

国民健康保険小松市民病院

西野

博充

手術看護の周知に向けた取り組み
-映像による伝達の効果-

19-4

達嘉（宮城県立こども病院)

整形外科病棟看護師への手術体位勉強会が術前後の観察行動にもたらす変化
長野赤十字病院

19-5

手術室看護師と病棟看護師の術後観察に関する意識調査

19-6

周手術期の継続看護への取り組み

-病棟看護師の視点より術後訪問の考察-

中村あんず

JA 愛知厚生連安城更生病院

小林

亜衣

盛岡赤十字病院

角掛

聡子

-整形外科病棟看護師・手術室看護師の交換見学プログラムを通して-

10：40〜11：40

研究発表

第 20 群：チーム医療Ⅱ
座長：飯塚真理子（富山大学附属病院)

20-1

統一した手術安全チェックリスト実施への取り組み
広島市立病院機構広島市立広島市民病院

作間

京都第二赤十字病院

20-2

外傷手術看護における机上シミュレーションの成果

20-3

緊急 AAA 破裂及び切迫破裂における直接入室の取り組みの報告

歩

原

陽子

心臓病センター榊原病院

木南

潤

東京大学医学部附属病院

森松

藍

20-4 超低出生体重児の動脈管結紮術における NICU 看護師との連携
-安全な手術看護の提供を目指して-

東京都保健医療公社豊島病院

20-5 超緊急帝王切開術の合同シミュレーションの効果
20-6

群馬大学医学部附属病院

病棟看護師と連携して周術期の看護をするために

12：10〜13：10

釘尾智恵子
小此木ふさの

ランチョンセミナー 7
司会：平野

聡（北海道大学病院消化器外科Ⅱ)

手術室における医療の質と安全の向上
-国際的な医療基準から-

13：30〜14：30

研究発表

埼玉医科大学国際医療センター病院長

小山

勇

第 22 群：チーム医療Ⅲ
座長：岡田 貴枝（昭和大学藤が丘病院)

22-1

器械だし看護師の手術患者との関わり方

東京女子医科大学大学院

古島

幸江

徳島市民病院

前田

勇樹

日本赤十字社長崎原爆病院

山田

泰史

22-2

緊急帝王切開を受けた患者の男性看護師に対する思い

22-3

手術室男性看護師が関わる入室から麻酔導入までの女性患者への思い

22-4 「術中管理看護師」が向上したと認識する臨床看護実践能力
岡山大学病院

鶴薗

裕崇

国立病院機構仙台医療センター

安本

和美

地域医療機能推進機構群馬中央病院

橋本

綾

-グループインタビューより明らかにする22-5

経口補水療法導入による身体的，精神的苦痛の軽減効果

22-6

整形外科器械出し記録のデータベース化による効果と課題

14：40〜15：20

研究発表

第 25 群：看護記録，手術室運営，看護管理Ⅱ
座長：稲村佳代子（宮城県立がんセンター)

25-1

手術室看護師の配属希望と職務満足および職務キャリアの関連

25-2

看護記録監査が手術看護記録に及ぼす影響
-2 回の看護記録監査とアンケート調査を実施して-

国際医療福祉大学
旭川赤十字病院

武田
番

彩子
千加子

25-3 「周術期外来」開設後の病棟看護師へのアンケート調査
-周術期外来の周知・情報活用状況-

昭和大学横浜市北部病院

小松亜希子

昭和大学横浜市北部病院

岩村

25-4 「周術期外来」開設後の外来看護師へのアンケート調査
-周術期外来の周知と情報活用状況-

第 4 会場：107・108 会議室
9：30〜10：30

朱美

10 月 10 日（土)

看護実践セミナー 2
司会：濱田 弥生（大阪警察病院)

見つけよう看護研究のたね その 2

10：40〜11：40

研究発表

東京女子医科大学看護学部認定看護師教育センター 草柳かほる

第 21 群：手術室運営，看護管理Ⅰ
座長：山原 敦子（神戸大学医学部附属病院)

21-1

外回り看護師の手術室不在時間減少を図る取り組み
-手術物品管理システムの運用方法の見直しを行って-

21-2

千葉県立佐原病院

石川

佳樹

久留米大学病院

小山

万実

手術室における診療科担当看護師の役割
-フォーカスグループインタビューを用いて-

市立札幌病院

高畑真寿実

久留米大学

宮本いずみ

-クリニカルラダーⅢ・Ⅳの看護技術到達評価表の作成-

市立豊中病院

大畠香代子

手術室における統合実習（看護管理学）の指導方法の分析

愛媛大学医学部附属病院

21-3

A 病院における手術室看護師のストレスの実態

21-4

看護師以外の職種による器械出しの実態調査

21-5 中堅看護師の目標管理への支援
21-6

12：10〜13：10

野口

佐耶

ランチョンセミナー 8：今，患者から求められる医療安全・手術看護とは？
司会：佐藤 裕子（東北大学病院手術部)

1．医療人のためのリスク感性養成講座
2．今こそ考える。手術における看護

13：30〜14：30

研究発表

旭川赤十字病院医療技術部 脇田

邦彦

東京大学医学部附属病院手術部 徳山

薫

第 23 群：新人教育Ⅰ
座長：森田

23-1

器械出し看護師指導における動画作成とその活用方法

恩賜財団大阪府済生会千里病院

山本

真

堺市立病院機構堺市立総合医療センター

竹野

郁美

国家公務員共済組合連合会広島記念病院

迫越

由美

東北大学病院

亀谷

香里

群馬県済生会前橋病院

瀬沼

和希

北里大学

熊谷

奈穂

23-2

新人看護師の器械出しに対する指導と評価についての考察

23-3

手術室看護師による気管挿管介助の個別指導

23-4

手術室における個別性を重視した新人教育の構築

23-5

手術室全体で新人を育てていくための新人教育体制の検討
-プリセプターに任せない体制を目指して-

23-6

周手術期看護 e ラーニング教材の開発 -術前訪問編-

14：40〜15：30

研究発表

理恵（鳥取大学医学部附属病院)

-新人指導を，指導者側から考える-

第 26 群：新人教育Ⅱ，継続教育Ⅳ
座長：倉橋 順子（大阪府立病院機構大阪府立成人病センター)
近畿大学医学部堺病院 櫻井

26-1

手術室へ配置転換となった看護師のストレス調査

26-2

A 県下手術室における DAM に関する取り組みについての実態

26-3

手術手順のクラウド化における有用性と問題点の検討

26-4

術後カンファレンスを阻害する要因とは

国立病院機構浜田医療センター

松本

恵

奈良県総合医療センター

竹田

裕

久留米大学医療センター 伊良部和馬

-要因分析から見えてきた A 病院手術室の課題26-5

A 病院手術室における医療機器取り扱いに関する課題

JA かみつが厚生連上都賀総合病院

第 5 会場：204 会議室
9：30〜10：30

直美

木村

公彦

10 月 10 日（土)

中堅者教育研修受講者報告会
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．新人教育体制の見直し

医療法人明和病院 米本

理恵

2．ラダーレベルⅡ看護師のリーダーシップ育成
-診療科チーム体制における統一した新人教育を通して3．新任者現場教育における指導者の関わり

-術式別指導要綱の作成-

4．ラダーステップⅢのメンバー全員で 3 年目教育に取り組んで
5．術後訪問率向上を目指しての取組み -対立解消図を利用して6．プリセプターを支援する取り組み

10：40〜11：40

県立広島病院

佐々木朋子

旭川医科大学病院 中川亜沙美
総合病院国保旭中央病院 磯谷
福井県立病院

淑恵

三村

利佳

西宮市立中央病院 渡辺

綾子

手術看護管理研修受講者報告会
司会：菅原

実夏（札幌医科大学附属病院） 石山 映子（小田原市立病院)

1．手術室看護師の自己成長が見える教育の仕組みづくり
2．部署教育システムの改変への取り組み
3．手術室と他部署との連携に向けた手術室便りへの取り組み

国保松戸市立病院 青柳

律子

群馬大学医学部附属病院 髙野

聡

岩手県立大船渡病院 村上

正子

4．手術室スタッフが経営に参画するにあたって

大阪府立母子保健総合医療センター 中迫

雅美

5．内部顧客満足度上昇に向けた取り組み

公益財団法人昭和会今給黎総合病院

妙子

11：40〜12：10

総

会
司会：田邑

13：30〜14：30

中村

千尋（札幌医科大学附属病院)

認定看護師活動報告会
司会：倉藤

晶子（日本医科大学付属病院） 山崎加奈子（JCHO 九州病院)

1．コンサルテーションから認定看護師の活動を考える

自治医科大学附属病院

松沼

早苗

2．周術期を看る

石川県済生会金沢病院

北川

和美

大阪市立総合医療センター

野瀬

珠美

-周術期サポートを立ち上げて-

3．医療安全管理部との連携による周術期安全管理の強化
-周術期オカレンスレポートシステムを導入して4．第 28 回日本手術看護学会年次大会

認定看護師教育セミナーを経験して
熊本市立熊本市民病院

14：40〜15：30

研究発表

第 27 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅴ
座長：松野

27-1

山上進之介

修一（産業医科大学病院)

全身麻酔下で耳鼻咽喉科の手術時に仙骨部紅斑が発生する患者の傾向
国家公務員共済組合連合会東北公済病院

27-2

陰圧式固定具イージートップ®
にアクションパット®
を併用した褥瘡予防の有効性
市立豊中病院

-疑似体験による肺手術体位の分析27-3

辻井

陽子

千田

訓大

望月

紀子

北根

莉奈

A 病院におけるパークベンチ体位でのベッドローテーションによる褥瘡発生予防の検証
社会医療法人医仁会中村記念病院

27-4

星のぞみ

ロボット支援下前立腺全摘術の体位固定
-ピンクパッド®
使用による皮膚トラブル軽減への取り組み大阪府立急性期・総合医療センター

27-5

脊椎外科用手術フレームを用いた手術におけるスキントラブル発生要因分析
東邦大学医療センター大森病院

ポスター会場：206・207 会議室
9：30〜10：30

10 月 10 日（土)

示説Ⅴ：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策
座長：藤田喜美恵（山口大学医学部附属病院)
国立病院機構北海道がんセンター

P Ⅴ-1

呼吸器外科手術体位の標準化前後の比較

P Ⅴ-2

腹腔鏡下低位前方切除時の頭部固定法の検証

P Ⅴ-3

骨盤高位載石位における減圧用具の違いによる体圧とずれ力の検証

P Ⅴ-4

ロボット支援泌尿器科骨盤内手術における頭低位に伴う医原性皮膚障害発生予防策の検討

医療法人菊郷会札幌センチュリー病院
国立病院機構東近江総合医療センター
神戸大学医学部附属病院

P Ⅴ-5

高度肥満患者の腹臥位手術における体位管理の看護要点

P Ⅴ-6

A 病院手術室の発赤発生の現状と要因

P Ⅴ-7

腹臥位手術における褥瘡発生要因の検討
-褥瘡発生予防における床ずれ予防シートの効果-

市立千歳市民病院
仙台厚生病院

斎藤有惟子
湯上

幸子

須方

晴香

小林佐代子
愛

医療法人清仁会洛西シミズ病院

南條

遼

船橋整形外科病院

吉田

翼

医療法人社団井野口病院

種村

玲子

心臓血管センター金沢循環器病院

柴原

真希

A 病院における脊椎手術時の腹臥位固定による術後への影響

P Ⅴ-9

牽引手術台における上肢固定の工夫

P Ⅴ-10

亜紀

田野崎

P Ⅴ-8

-使い捨ての衛生ガウンを用いた上肢固定を行って-

星

血管内レーザー治療後の圧迫による皮膚損傷予防の試み

10：40〜11：40

示説Ⅵ：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策，患者・家族への心理的援助，
看護記録，感染対策
座長：大鐘 隆宏（名古屋第一赤十字病院)

P Ⅵ-1

MEP（運動誘発電位）電極貼付時の皮膚障害予防への取り組み
大室整形外科脊椎・関節クリニック

高砂市民病院 濱名

P Ⅵ-2

術前手術室見学の取り組みの評価

P Ⅵ-3

歩行入室患者の不安の調査

P Ⅵ-4

下肢静脈瘤レーザー焼灼術を受ける患者の苦痛の実態

公立豊岡病院組合立朝来和田山医療センター
国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター

P Ⅵ-5

意識下手術を受けた患者への温おしぼり提供の効果

P Ⅵ-6

術後申し送り基準の運用について
地方独立行政法人大牟田市立病院

P Ⅵ-7

消化器外科手術における SSI（手術部位感染）の要因分析

P Ⅵ-8

消化管手術における器械出し看護師の認識及び実践状況からみえた課題

地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院

P Ⅵ-10

留美

長野

佳代

石井 涼太

館林厚生病院 勝又菜奈美

-手術室看護師の活用状況の調査を行って-

P Ⅵ-9

岸本 優子

整形外科手術で用いられるパワーツールの洗浄度とその影響要因

水本由香里
中原 道子

医療法人光晴会病院

石

美明

滝川市立病院

林

真奈美

A 病院手術室におけるラビング法導入に向けての取り組み
社会医療法人明石医療センター

13：30〜14：30

上住 裕士

示説Ⅶ：術前・術中・術後訪問，チーム医療，その他
座長：田代 純子（大阪労災病院)
日産厚生会玉川病院 浅野

P Ⅶ-1 気胸手術専用の動画を用いた効果的な術前訪問について
P Ⅶ-2
P Ⅶ-3

手術室におけるプレパレーションの充実

-CLS と連携した体験ツアーの体制づくり沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 桃原

弘樹

福岡大学病院 喜納

静代

術前プレパレーション導入の効果
-手術を受ける子どもと保護者へのインタビュー調査をもとに-

P Ⅶ-4

術中情報提供における家族の満足度評価

P Ⅶ-5

術後訪問定着へ向けての取り組み

P Ⅶ-6

術後訪問を実施するための取り組み

P Ⅶ-7

全身麻酔後の手術室における口腔ケアの効果

富山大学附属病院

川口

純樹

阪南医療福祉センター阪南中央病院

福田

浩子

国立病院機構東広島医療センター 市場

理恵

-術後訪問用紙を作成して-

岩手県立二戸病院

P Ⅶ-8 病棟看護師による術前情報収集の現状調査
P Ⅶ-9

博子

大谷

明人

徳島大学病院 濱本

智子

JA 愛知厚生連安城更生病院 平野

佳奈

手術室看護師と病棟看護師の術後観察に関する意識調査
-皮膚・神経障害に着目した手術室からの見解-

P Ⅶ-10 経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）の導入から独立までの流れ -術中合併症を経験して神戸市立医療センター中央市民病院
P Ⅶ-11

小山富美子

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術におけるインストゥルメントアーム③の
接触を防ぐ為の課題と対策

大津市民病院

北川

葵

