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第�日目 プログラム

第 1会場：センチュリーホール 11 月 4 日（金)

8：50〜9：00 オリエンテーション

9：00〜9：30 オープニングセレモニー

地区会長挨拶 全国 11 地区会長

9：30〜10：00 開会式

第 25 回大会長挨拶 日本手術看護学会東海地区会長 大鐘 隆宏

理事長挨拶 日本手術看護学会理事長 菊地 京子

来賓祝辞 社団法人愛知県看護協会会長 中井加代子

10：10〜11：10 招待講演

司会：菊地 京子（東邦大学医療センター大橋病院)

今求められている手術看護の質の向上と正しい評価

外科系学会社会保険委員会連合，がん研究会有明病院 山口 俊晴

11：20〜12：20 教育講演

司会：栗田 衛（愛媛大学医学部附属病院)

「トヨタの問題解決」8つのステップ

トヨタ記念病院 小倉 敦

14：00〜15：00 トピックスⅠ

司会：鈴木 元子（徳島大学病院)

外科医と取り組む手術安全：手術看護の役割 -Safe Surgery Saves Lives-

名古屋大学大学院医学系研究科病態外科学講座心臓外科 上田 裕一

15：10〜17：10 シンポジウムⅠ：術前外来について

司会：土藏 愛子（元聖母大学）工藤 早苗（京都第二赤十字病院)

術前診察：医師の役割と看護師の役割 鳥取大学医学部器官制御外科学講座麻酔・集中治療医学分野 稲垣 喜三

術前外来 広島大学病院薬剤部 柴田ゆうか

手術を受ける患者の安全・安心への取り組み -術前外来の現状- 東邦大学医療センター大森病院 富井 秋子

看護師が支える周術期チーム医療 -術前検査センターの取り組み- 佐久総合病院術前検査センター 中島 浩美

麻酔科外来における術前外来への手術室看護師の参画に向けて 愛知医科大学病院 小林 千尋

第 2会場：白鳥ホール 1 11 月 4 日（金)

12：35〜13：35 ランチョンセミナー 1

司会：大沢 修子（北海道大学病院)

手術部位感染（SSI）対策とその経済効果 -この 10年の検証と新たな展開- 手稲渓仁会病院 樫村 暢一

14：00〜15：00 研究発表 第 1群：手術室運営，看護管理

座長：本間 美恵（北海道大学病院)

1-1 クリニカル・インジケーターを用いた手術室運営 -手術待機期間の評価と改善- 福井赤十字病院 西向 秀代

1-2 手術室看護師の職務満足度の変化 福岡大学病院 池田 貴子

1-3 手術室利用率向上にむけての取り組み 福岡大学病院 真子 文恵

1-4 手術室における看護師の役割拡大とスキルミックスの検討

-手術室看護師が担う周術期管理と裁量権拡大の可能性- 人間総合科学大学 深澤 拓方
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1-5 手術センター看護師の自己効力感と役割に関連した「やりがい感」

-教育体制の変更前後の比較- 倉敷中央病院 山本 千恵

1-6 周手術期のより良い継続看護を目指して申し送りを見直す

-手術室内ベッドサイドでの申し送りを試みて- 東邦大学医療センター大橋病院 小畠 舞紗

15：05〜16：05 研究発表 第 5群：危機管理，その他

座長：古川まゆみ（大阪市立大学医学部附属病院)

5-1 「手術安全チェックリスト」の効果の検証 川崎市立川崎病院 眞弓 祐子

5-2 サインイン・タイムアウト・サインアウト導入後の現状と評価 総合病院厚生中央病院 本郷亜希子

5-3 手術室におけるセーフティーゾーンの実態調査

-セーフティーゾーン導入から 6 年経って- 東京女子医科大学病院 福島 絵美

5-4 ヒヤリハット・医療事故に対する意識向上へのアプローチ

-チームカンファレンスを通して- 自治医科大学附属病院 荒川 京子

5-5 手術室における地震対策マニュアル作成への取り組み

-地震体験から既存のマニュアルの追加修正- 獨協医科大学病院 中村 直子

5-6 意識下手術を受ける患者が安心感を得られる立ち位置の検討

-頭側と真横での位置を比較して- 都城病院 川畑亜季美

16：10〜17：10 研究発表 第 9群：術前・術中・術後訪問

座長：軍司 希（東北大学病院)

9-1 術前訪問時の情報用紙の改善 -アンケート調査を実施して- 天神会古賀病院 21 牟田 弥生

9-2 術前・術後訪問が定着した要因 浅香山病院 望月 和美

9-3 看護師のプレパレーションに関する調査 東京女子医科大学病院 古澤 俊

9-4 術中訪問導入に向けた手術室看護師の取り組み

-医師の意見を取り入れた基準・手順の作成- 市立御前崎総合病院 佐原由利子

9-5 開心術を受ける患者への術前訪問の有効性の検討 千葉県循環器病センター 鈴木 光美

9-6 術前期における病棟―手術室間の情報共有に関する検討 医療法人川崎病院 木川真委子

第 3会場：白鳥ホール 2 11 月 4 日（金)

12：35〜13：35 ランチョンセミナー 2

手術室の安全性確保と経済性，効率化の向上を目指して

-ホギメディカルからの提案- （株）ホギメディカル 藤岡 斉

14：00〜15：00 研究発表 第 2群：看護教育

座長：松本 亜矢（仙台赤十字病院)

2-1 NANDA-NOC-NIC看護過程を用いた手術看護教育の有用性 岐阜大学医学部附属病院 平野 純子

2-2 外科系病棟看護師の神経障害に対する意識改善への取り組み

-手術体位セミナーを行って- 富士宮市立病院 山本 英理

2-3 新人サポート体制を確立するための調査 -識別帽子を導入して- 石川県立中央病院 垣地 幸枝

2-4 手術室新人看護師の抱えるストレスを考慮した教育指導方法を考える 佐野厚生総合病院 三井 順子

2-5 小児専門病院における手術看護ラダーの活用

-A病院手術室オリジナルバージョン- 長野県立こども病院 桑山 美鈴

2-6 手術看護を振り返る -シャドウ研修を通して- 高松赤十字病院 平岡 彩

2-7 見て解る脊椎内視鏡下手術の器械出し手順書の作成

-内視鏡下の画像説明にイラストと脊椎模型の写真を取り入れて- 角谷整形外科病院 亀甲 佳奈

15：05〜16：05 研究発表 第 6 群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策

座長：藤原のり子（神戸市立医療センター中央市民病院)

6-1 乳房切除術における安全安楽な上肢固定と肢位 -体験によるとりくみ- 古河赤十字病院 苅田 幸子
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6-2 脳外科手術腹臥位における前胸部の除圧を目的とした体位固定物品の検討

岐阜大学医学部附属病院 長屋 恵

6-3 手術中の深部静脈血栓予防対策によるスキントラブルの要因分析 岩手医科大学附属病院 島崎由希子

6-4 腹腔鏡下大腸手術の頭低位における効果的な体圧分散方法の検討

-肩の固定部に掛かる体圧値に着目して- 三重県立志摩病院 坂本祐里子

6-5 コンパートメント症候群防止を考慮した砕石位手術体位からの取り組み 千葉県こども病院 早野 晴美

6-6 身体計測による 4点支持器の幅調整の効果

-腰椎脊椎手術におけるズレのおきない腹臥位体位固定をめざして- 総合新川橋病院 上野 歩未

6-7 小児手術における皮膚損傷予防について -標準化に向けた第一報- 国立成育医療研究センター 安齋 由衣

16：10〜17：10 研究発表 第 10群：感染対策

座長：佐藤美智子（NTT東日本関東病院)

10-1 腹腔鏡下手術で使用する内視鏡の洗浄効果 -ATP測定を実施して- 大田原赤十字病院 藤田 明美

10-2 整形外科手術における手術部位感染（SSI）防止対策の有効性

-SSI 防止対策前後の比較- 四国がんセンター 井上 絵理

10-3 A病院手術室でのSSIに対する取り組み 近畿大学医学部堺病院 西野 卓也

10-4 器械展開後の手術用手袋のピンホール発生についての実態調査 多摩北部医療センター 佐々木寿美江

10-5 手術室における器械台の清潔保持を考える -扉の開閉による浮遊塵埃数の変化-

滋賀県立成人病センター 藤本 美樹

10-6 器械出し看護師の二重手袋着用時のピンホール発生状況に関する検討 国立成育医療研究センター 小野 美紗

10-7 効果的な手術時手洗い・手袋交換とSSIの関係 -感染率低下を目指して- 福井病院 杉田 朋美

17：20〜18：20 イブニングセミナー

ステントグラフトによる大動脈瘤の最新治療と手術室看護師ができること

東京慈恵会医科大学外科学講座血管外科学分野 大木 隆生

第 4会場：レセプションホール 1 11 月 4 日（金)

12：35〜13：35 ランチョンセミナー 3

司会：畠山 和人（名古屋大学医学部附属病院)

一度見直してみましょう！今のやり方 -手術室ガウン，ドレープの再処理システム-

日本感染管理支援協会 土井 英史

14：00〜15：00 研究発表 第 3群：患者・家族への心理的援助

座長：平野 博美（東京医科歯科大学医学部附属病院)

3-1 家族を含めた術中看護 -術中訪問を試みて- みさと健和病院 石塚 千尋

3-2 全身麻酔導入時における不安軽減の取り組み -意図的タッチを取り入れて- 済生会京都府病院 下畑 美香

3-3 術中看護に求められるもの -アンケート評価から見る課題- JA 徳島厚生連麻植協同病院 岩佐 真弓

3-4 局所麻酔下で硝子体手術を受ける患者の手術中の体験 旭川医科大学病院 鉄川 洋平

3-5 覚醒下開頭術を受ける患者の麻酔覚醒から手術終了までの体験 千葉県がんセンター 貝渕 博昭

3-6 手術延長時に家族が望む情報 白十字会白十字病院 吉岡 知美

3-7 手術室歩行入室における家族への援助

-アンケートより歩行入室に対する思いを明らかにする- 南九州病院 西村 理香

15：05〜16：05 研究発表 第 7群：感染対策，看護記録，クリニカルパス

座長：梶谷 弘美（島根大学医学部附属病院)

7-1 眼科用超音波ハンドピースの洗浄評価 -ATP拭き取り検査を実施しての考察-

香川大学医学部附属病院 大塩 和代

7-2 針刺し・切創事故報告の分析 弘前大学医学部附属病院 高杉 沙織
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7-3 フランスの手術室における感染対策 千葉大学 鈴木 明子

7-4 ウォーターレス法導入前後における手術部位感染の比較 米沢市立病院 丸田 瑞穂

7-5 周手術期の継続看護を目指した一考察 -アンケート調査からみえた問題点と解決策-

NTT西日本東海病院 北川惠美子

7-6 四点支持器使用手術の皮膚トラブル時の観察と記録の向上を目指して

-指押し法による褥瘡との鑑別- 東部地域病院 加藤由香理

16：10〜17：10 研究発表 第 11群：危機管理

座長：松嵜 美紀（山田赤十字病院)

11-1 「手術安全チェックリスト」はコミュニケーションを向上し，インシデント・アクシデントを減少させる

日本赤十字社医療センター 長濱 道子

11-2 机上シミュレーションを取り入れて見えてきた防災に関する問題点 福井赤十字病院 磯川 琴美

11-3 閉創時のガーゼ・器械カウントにおける体内異物遺残防止タイムアウトの有効性の検討

東北公済病院 真柄 千枝

11-4 ニュートラルゾーン設置による針刺し事故防止の効果 大阪船員保険病院 北口 恵

11-5 体内遺残防止のためのガーゼカウントの検討

-ガーゼカウント方法とカウント時間の短縮- 香川大学医学部附属病院 山本亜由美

第 5会場：レセプションホール 2 11 月 4 日（金)

12：35〜13：35 ランチョンセミナー 4

司会：工藤 早苗（京都第二赤十字病院)

あなたも参加する！手術時間短縮の工夫

東邦大学医療センター大森病院外科学講座一般・消化器外科 島田 英昭

14：00〜15：00 研究発表 第 4群：術前・術中・術後訪問

座長：米田ひろ美（聖隷浜松病院)

4-1 周手術期看護における術後訪問の充実に向けた取り組み -術後訪問マニュアルの導入-

滝川市立病院 高橋 美幸

4-2 手術前日入院の患者が手術室看護師の術前オリエンテーションで必要としている情報の調査

旭川医科大学病院 清水目悠花

4-3 手術室看護師のプレパレーションに対する認識 福島県立医科大学附属病院 佐藤 良信

4-4 外来手術を受ける患者に術前訪問を実施して -不安軽減に向けた取り組み- 小諸厚生総合病院 山崎 絵里

4-5 中規模病院における外来と手術室の兼務体制の術前・術中看護の評価

-患者および看護師に対する質問紙調査- 嘉麻赤十字病院 黒木 文子

4-6 術前訪問における手術室看護師の看護実践に関する文献研究 国際医療福祉大学 中村 裕美

15：05〜16：05 研究発表 第 8群：手術室運営，看護管理

座長：山田 智子（高松赤十字病院)

8-1 効率的な手術材料の準備方法 -衛生材料リスト見直しの必要性- 香川大学医学部附属病院 額田 美佐

8-2 マニュアル導入による申し送り方法の改善を試みて 済生会兵庫県病院 松岡 由紀

8-3 手術室看護師のワーク・モチベーションに関する調査 北海道大学病院 清野 哲平

8-4 手術業務から手術看護に向けた学習の場の効果

-カンファレンスノートから経験の共有をおこなって- 山田赤十字病院 松嵜 美紀

8-5 手術室患者申し送りの実態調査 市立旭川病院 眞鍋美和子

16：10〜17：10 研究発表 第 12群：看護教育

座長：山本多香子（京都市立看護短期大学)

12-1 手術室経験のある中途採用者の思いに対する質的研究 潤和会記念病院 河野小百合

12-2 手術室看護師の麻酔に関するスキル向上における課題の明確化

-安全・安心な手術を提供するために- 京都第一赤十字病院 小野 聖子
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12-3 手術室における ExpertNurses が抱く看護観 森ノ宮医療大学 吉川 有葵

12-4 新人教育における指導内容統一への取り組み 兵庫県立こども病院 片山 恵理

12-5 手術室における新人教育の検討 大牟田市立病院 橋本 弥生

12-6 周手術期に関わる看護師における学習会の効果 -Off-JTの効果と行動変容の関連性-

越谷市立病院 渡部みずほ

12-7 外科系病棟所属の新人看護師における手術室研修の有効性の検証 麻生飯塚病院 伊藤 勲

ポスター会場：131＋132 11 月 4 日（金)

14：00〜15：00 示説Ⅰ：体温管理，危機管理

司会：八木美枝子（京都大学医学部附属病院)

PⅠ-1 術中体温管理に対する看護師の知識と意識の変化 市立砺波総合病院 吉田 友美

PⅠ-2 術中の保温管理に関する質の向上への取り組み

-スタッフの意識変化をもたらした要因- 千葉県立佐原病院 石川 佳樹

PⅠ-3 タイムアウト実施における実態調査 五省会西能病院 熊谷 由香

PⅠ-4 安全な手術環境提供への取り組み

-確認行動チェックリストを用いたリスク教育前後の評価結果の比較- 昭和大学附属豊洲病院 丹後キヌ子

PⅠ-5 手術室独自の防災マニュアルの作成を試みて -スタッフの意識の変化- 長崎医療センター 本田 和也

PⅠ-6 効果的なタイムアウト実施への取り組み 安城更生病院 駒田 裕司

PⅠ-7 A病院手術室でのインシデント分析

-手術看護関連エラー 11 分類を使用して- 高知大学医学部附属病院 山岡 由美

15：05〜16：05 示説Ⅲ：手術室運営，看護管理

司会：小野 幸子（大分大学医学部附属病院)

PⅢ-1 手術室のイメージに関する調査 -魅力ある手術室への取り組み- 関西電力病院 井上 麻衣

PⅢ-2 ハイリスク手技手術に伴うコスト意識の現状 中村記念病院 高田美和子

PⅢ-3 手術材料キット化導入後の効果 -業務量調査より- 中国労災病院 津島 芳子

PⅢ-4 中央材料室の院内業務委託に向けて 第 1報 -看護師の業務量把握と問題点の抽出-

湘南鎌倉総合病院 長坂 洋子

16：10〜17：10 示説Ⅴ：看護記録，クリニカルパス，その他

司会：板持美由紀（山陰労災病院)

PⅤ-1 心臓血管外科手術クリニカルパスの作成

-導入による業務改善の効果- 済生会前橋病院 松田久美子

PⅤ-2 周術期における病棟との皮膚情報共有システムを構築して 福井大学医学部附属病院 木村 祥子

PⅤ-3 意識下手術時の頭部安楽を目指して -手術用考案枕の作製- 東徳島医療センター 岸浜 典子

PⅤ-4 整形外科器械出し業務に携わる臨床工学技士の参入 三豊総合病院 伊東 早苗

PⅤ-5 脊椎麻酔（サドルブロック）の体位保持の工夫 -抱き枕を考案して- 阿南医師会中央病院 山本 美智

PⅤ-6 滅菌運転管理表を用いた業務改善 上尾中央総合病院 高橋 健治

PⅤ-7 器械展開業務からの一考察 -標準化への取り組みを目指して- 上尾中央総合病院 神谷 美鈴
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ポスター会場：133＋134 11 月 4 日（金)

14：00〜15：00 示説Ⅱ：皮膚・神経障害の予防，DVT対策

司会：石田 静恵（済生会高岡病院)

PⅡ-1 胸腔鏡下手術を受ける患者の神経障害予防を目指した体位の工夫

-手術後訪問からの評価を活かして- 神奈川県立循環器呼吸器病センター 古瀬 裕美

PⅡ-2 脊椎手術腹臥位に伴う顔面皮膚剝離 -予防対策の有効性- 貢川整形外科病院 河西 美枝

PⅡ-3 周手術期における弾性ストッキング着用時の発赤と外反母趾との関連性の実態調査

埼玉県立がんセンター 大畑 友紀

PⅡ-4 腕抜き用補助枕を使用した側臥位固定法の有効性

-体圧測定と主観的疲労度調査による検証- 日本赤十字社長崎原爆病院 佐藤 寛美

PⅡ-5 ヘースティング体位における体圧分散比較

-体圧比較と看護師の意識調査を実施して- 水無瀬病院 灘本 美紀

PⅡ-6 腹臥位手術における褥瘡予防としてワセリンの有効性

-全身麻酔下にて 4点支持器を使用した症例調査- がん・感染症センター都立駒込病院 村松 奈美

15：05〜16：05 示説Ⅳ：看護教育

司会：菅原 実夏（札幌医科大学附属病院)

PⅣ-1 手術室における勤務異動者への教育システム改定の取り組みとスタッフの意識の変化

盛岡赤十字病院 斉藤 美香

PⅣ-2 手術室実習の受け入れ態勢の検討 -実習スケジュール表を作成して- 原町赤十字病院 中村 晶子

PⅣ-3 手術室看護師の側臥位体位固定に関する実態調査

-知識・技術・意識面からみた検討- 呉医療センター中国がんセンター 久保 慶花

PⅣ-4 挿管介助の技術向上に対する取り組み

-みんなができるを目指して- 兵庫県立がんセンター 豊田 博幸

PⅣ-5 ラダー表を活用した教育システムの確立への取り組み 兵庫県立こども病院 高橋 紫

16：10〜17：10 示説Ⅵ：感染対策

司会：上田 純子（高知赤十字病院)

PⅥ-1 手術室における手指衛生遵守向上への取り組み 明石市立市民病院 諏訪原千恵

PⅥ-2 表層切開創皮下洗浄方法の検討 多摩南部地域病院 佐々木和代

PⅥ-3 手術時手指消毒におけるウォーターレス法について 武田総合病院 古賀 光宏

PⅥ-4 手術室における滅菌物保管管理 -ERSM導入に向けて- 済生会前橋病院 高橋 泰子

PⅥ-5 中央材料室職員に対する衛生学的手洗い啓蒙教育の効果 住友病院 岩田 純子

PⅥ-6 手術手袋のピンホール発生の実態とその影響要因 星ヶ丘厚生年金病院 片柳 ちえ

PⅥ-7 手術時手洗い改善に向けて -ラビング法の導入-

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 稲福 一行



第�日目 プログラム

第 1会場：センチュリーホール 11 月 5 日（土)

9：00〜11：00 シンポジウムⅡ：東日本大震災を経験して

司会：藤本 陽子（兵庫医科大学病院）高橋ひとみ（東北公済病院)

東日本大震災時における手術室実態調査から

東日本大震災時における手術室対応実態調査プロジェクトチーム 佐藤 英子

アクションカードの有効性について考える 総合病院国保旭中央病院 景山 順子

最大被害地区における東日本大震災の対応 石巻赤十字病院 日野 恵子

大震災時に手術を受けていた患者とその家族の不安 岩手県立大船渡病院 臼井 直樹

ORにおける 3次元振動台実験と震災後の状況について -手術台メーカーの立場より-

瑞穂医科工業株式会社 冨永 剛

11：10〜12：00 大会長講演

司会：石山 映子（小田原市立病院)

看護師長として手術室の引越しを経験して

名古屋第一赤十字病院 大鐘 隆宏

13：20〜13：50 市民公開講座

司会：林 良子（名古屋医療センター)

手術室ってどんな場所

岐阜大学医学部附属病院 吉川 昌弥

14：00〜15：00 特別講演

司会：夏目 文子（豊橋市民病院)

みんなイルカと遊びたい

海洋楽者 林 正道

15：15〜16：15 研究発表 第 20 群：患者・家族への心理的援助

座長：西村 秀行（三宝会南港病院)

20-1 A 病院における手術待機家族への関わり

-手術待機家族への看護介入後のアンケート結果から- 明石医療センター 小牧マリ子

20-2 手術待機中の患者家族に対する看護の検討

-患者家族へのアンケート調査を行って- 久留米大学医療センター 栗原絵理奈

20-3 意識下手術患者に与える音の影響 -BGMとヘッドホンの比較- 天神会新古賀病院 廣田 春菜

20-4 下咽頭がん手術を受ける患者の手術への思い 鳥取大学医学部附属病院 森田 理恵

20-5 手術を受ける児を持つ母親の親同伴入室に対しての思いの検討

-術後母親へのインタビューより- 奈良県立三室病院 西岡 舞

16：20〜17：15 トピックスⅡ

司会：上野 正文（東海大学医学部付属八王子病院)

手術室内におけるハラスメントの実態調査報告

日本手術看護学会 石橋まゆみ

17：15〜17：25 閉会式：第 26回年次大会案内・次期大会長挨拶（次期開催地 横浜市)

日本手術看護学会関東甲信越地区会長 石山 映子

17：25 閉会の辞

日本手術看護学会東海地区副会長 折笠 康栄



第 2会場：白鳥ホール 1 11 月 5 日（土)

8：10〜9：00 モーニングセミナー 1：若手看護師集まれ！

司会：徳山 薫（東京大学医学部附属病院）狩野 芳子（島根県立中央病院)

10：00〜11：00 研究発表 第 13 群：看護教育

座長：田邉菜穂子（熊本大学医学部附属病院)

13-1 da Vinci®についての知識の統一化を試みて

-da Vinci®勉強会実施前後の知識調査- 東京医科大学病院 奥信 尚也

13-2 超緊急帝王切開における手術室看護師の思いを分析して

-分娩室における超緊急帝王切開導入にむけて- 焼津市立総合病院 小田千津子

13-3 リフレクションを取り入れた勉強会開催の成果 社会保険中京病院 隅田明日美

13-4 A 大学病院における手術室クリニカルラダー導入後の評価 大阪市立大学医学部附属病院 恵口 恵子

13-5 手術室実習での学生の学び -学びのレポートの内容分析を通して- 総合高津中央病院 澤田石真恵

13-6 小児心臓血管外科手術におけるシミュレーション教育を試みて 社会保険中京病院 竹内 博美

11：05〜12：05 研究発表 第 16 群：看護教育

座長：渡部 栄子（福島県立医科大学附属病院)

16-1 手術室に来る看護学生の効果的な指導の取り組み -臨床指導者としての役割- 兵庫医科大学病院 米田 弥里

16-2 新人他施設間交流会フォローアップ研修の報告 愛知県がんセンター中央病院 村井 律子

16-3 新卒で手術室配置となった看護師が見いだしていく手術看護 その 1

-実習経験が与えた影響- 東京女子医科大学 味木 由佳

16-4 新卒で手術室配置となった看護師が見いだしていく手術看護 その 2

-就職 15ヶ月目の看護師が考える手術看護- 東京女子医科大学 味木 由佳

16-5 手術室体位動画マニュアルの作成 -第二報- 和歌山労災病院 松原 歩

16-6 診療科別技能評価表を取り入れた教育方法の見直し 山形市立病院済生館 横尾ルリ子

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 5

司会：中川 朋子（福岡大学病院)

効率かつ安全な手術室の運用を目指して -手術室改造 1（ワン）2（ツー）3（スリー）-

JA尾道総合病院 光貞由美子

15：15〜17：15 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Ⅳ

司会：加納 朋美（名古屋第一赤十字病院)

東海地区手術看護認定看護師チーム

名古屋第一赤十字病院第二整形外科 堀井恵美子

山田赤十字病院皮膚・排泄ケア認定看護師 古川久美子

第 3会場：白鳥ホール 2 11 月 5 日（土)

8：10〜9：00 モーニングセミナー 2：どうしてますか？ラダーレベルⅠ，Ⅱに対する手術室での教育

司会：山田 和代（徳島大学病院）小田原直美（福岡大学病院)

10：00〜11：00 研究発表 第 14 群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策

座長：藤本理恵子（徳島大学病院)

14-1 パークベンチ体位での術中褥瘡発生危険因子の検討 東京警察病院 吉村 美音

14-2 腕神経叢障害予防のための載石位・頭低位の検討 東京大学医科学研究所附属病院 織田ひとみ

14-3 看護師の手による術中の効果的な除圧方法の検討 久留米大学病院 光武 佳代

14-4 OPDS低スコアの手術患者における褥瘡発生の実態

-手術室での褥瘡発生率低下にむけて- 前橋赤十字病院 矢内 健太



14-5 脊柱後弯症患者の体圧分散保持と術中体位固定方法の検討 加古川東市民病院 松谷美由紀

14-6 牽引台手術における上肢固定方法の考案 山口赤十字病院 柳澤 友美

11：05〜12：05 研究発表 第 17群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策

座長：宮川久美子（福井大学医学部附属病院)

17-1 冠動脈バイパス術手術体位による仙骨部の減圧，及び安楽な固定方法の工夫 仙台オープン病院 千葉 悠佳

17-2 DVT予防の弾性ストッキング装着患者の実態調査 旭川赤十字病院 笹森まどか

17-3 手術体位固定における改良型ベビーズマットレス®の効果

-第 1報 側臥位手術での効果- 日本医科大学武蔵小杉病院 佐々木久美子

17-4 手術体位固定におけるベビーズマットレス®の効果

-第 2報 腹臥位手術での効果- 日本医科大学付属病院 上村 明子

17-5 脊椎 4点支持器における褥瘡予防への取り組み

-スキンバリアクリームを導入して- 東京医科歯科大学医学部附属病院 諏訪辺久子

17-6 DVT予防の為の弾性ストッキング装着状態改善への取り組み 東北公済病院 倉林 沙江

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 6

司会：佐伯 悟三（安城更生病院)

あきらめない手術室の改善 -目指せ！人に優しい物流管理- 京都第一赤十字病院 中島 路子

13：30〜14：00 総会

司会：折笠 康栄（愛知県がんセンター中央病院)

14：10〜15：10 研究発表 第 19 群：危機管理

座長：竹村 純子（京都府立医科大学附属病院)

19-1 手術室におけるマニュアル改訂と災害訓練の実施

-アクションカードと DISCの使用を試みて- 名古屋医療センター 原田 英

19-2 ルートトラブル防止についての取り組み 広島赤十字・原爆病院 瀬川 七恵

19-3 手術室スタッフへの術野火災を想定した避難訓練の実施 弘前大学医学部附属病院 齋藤夏奈子

19-4 術中の針カウントミスの要因分析 原三信病院 佐藤 仁美

19-5 ニュートラルゾーンの導入に向けた意識調査 光晴会病院 大谷 裕美

第 4会場：レセプションホール 1 11 月 5 日（土)

8：10〜9：00 モーニングセミナー 3：実践できていますか？タイムアウト

司会：佐々木久美子（日本医科大学武蔵小杉病院）西 美幸（大阪赤十字病院)

10：00〜11：00 研究発表 第 15 群：術前・術中・術後訪問

座長：辻 八重子（市立札幌病院)

15-1 眼科手術を受ける患者の術前パンフレットの導入

-年齢別，術式別聞き取り調査による術前オリエンテーション方法の検討-

自治医科大学附属病院 櫻井久美子

15-2 小児におけるキャラクター着ぐるみを導入した術衣の影響について 東京女子医科大学病院 田中 明美

15-3 手術看護を振り返る -術前から術後のナラティブを分析して- 自治医科大学附属病院 人見江利子

15-4 手術看護記録のクリ二カルパス導入と監査の取り組み 倉敷中央病院 倉田 美香

15-5 術後訪問導入への取り組み 八戸赤十字病院 盛田志保子

11：05〜12：05 研究発表 第 18群：手術室運営，看護管理

座長：森 美恵子（大垣市民病院)

18-1 他施設間新人交流会の効果 -日本手術看護学会東海地区の取り組み- 名古屋第一赤十字病院 加納 朋美

18-2 手術室看護師が認識している手術看護業務の重要性 久留米大学 宮本いずみ



18-3 運営の効率化を目指した手術開始までの時間短縮の取り組み 山形大学医学部附属病院 須田 義恵

18-4 手術室診療材料のチェンジングカート方式による効果 豊島病院 中島 恵

18-5 手術室の在庫管理 -J コスト論の視点から考える- 長浜赤十字病院 高畑 孝政

18-6 変革理論を用いた手術室 1足制への変更と成果 市立札幌病院 高木日登美

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 7

司会：石山 映子（小田原市立病院)

認定看護師のコラボレーション -これからの周手術期スキンケアマネジメント-

京都大学医学部附属病院 阿部奈緒子

関西労災病院リソースナースセンター 渡邉 光子

14：10〜15：10 看護管理受講者報告会

司会：野本 真生（三宝会南港病院）石山 映子（小田原市立病院)

手術室における薬剤管理の業務改善への取り組み 明和病院 大野 鈴代

手術室の効果的な運営方法の取り組み 掛川市立総合病院 石田 佳子

手術看護管理研修終了後の実践レポート 総合高津中央病院 澤田石真恵

効率的な手術室運用を目指した取り組み -時間データの活用- 久留米大学医療センター 原﨑 礼子

15：15〜16：15 研究発表 第 21 群：体温管理，その他

座長：塩飽 初美（県立尼崎病院)

21-1 腹臥位での脊椎手術における術中体温管理

-4点支持器の空間を利用して- 済生会川口総合病院 田村 沙織

21-2 麻酔導入直後に保温を開始した場合の術後シバリング発生頻度の変化

和歌山県立医科大学附属病院 谷口 勇気

21-3 脳神経外科手術における術中低体温予防

-温風式加温装置を導入して- 福岡和白病院 鵜殿亜由美

21-4 眼科意識下手術におけるドレープ内の暑さによる不快の軽減 手稲渓仁会病院 浅野目 愛

21-5 洗眼時の排液の漏れを最小限にする -洗眼受水器の試作を試みて- 自治医科大学附属病院 郷間 由美

21-6 経口補水療法導入による術前患者の基本的ニーズ充足の検証 岩手県立宮古病院 新沼 志保

21-7 術中のシャントを守る取り組み -現在の看護を振り返って- 西陣病院 大岡 綾

第 5会場：レセプションホール 2 11 月 5 日（土)

8：10〜9：00 モーニングセミナー 4：どのように考えていますか？手術室における倫理

司会：松沼 早苗（自治医科大学附属病院）杉田扶希子（明石医療センター)

10：00〜11：00 中堅者受講者報告会

司会：横田富美子（済生会川口総合病院）中川 朋子（福岡大学病院)

フィッシュ哲学を用いた職場風土向上への取り組み 愛知県がんセンター中央病院 田中 裕子

教育システムの見直し -スタッフへの意識づけを目指して- 和歌山労災病院 田中友季子

中堅者教育セミナーに参加して 福井県立病院 齋藤 一彦

11：05〜12：05 認定看護師活動報告会

司会：山近 真実（旭川医科大学病院）安江 真澄（東京都立広尾病院)

認定看護師（6期生）活動報告

手術看護認定看護師 6期生代表 鈴木理子，貝沼 純，越塚奈美，岡田由香里

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 8：もう�1度�体温管理。患者さんによりよい術後を

司会：山蔭 道明（札幌医科大学医学部麻酔科学講座)

低体温はこんなにも悪い -私たちにできる周術期体温管理- 札幌医科大学医学部麻酔科学講座 山蔭 道明




