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第�日目 プログラム

第 1会場：大ホール 10 月 14 日（金)

9：10〜9：15 オリエンテーション

9：15〜10：00 オープニングセレモニー・開会式

すずめ踊り

第 30 回大会長挨拶 日本手術看護学会東北地区会長 小池喜代子

理事長挨拶 日本手術看護学会理事長 石橋まゆみ

来賓祝辞 公益社団法人宮城県看護協会会長 佃 祥子

功労者表彰 菊地 京子 分倉千鶴子

地区会長紹介 全国 9地区会長

10：10〜10：50 大会長講演

司会：渋谷 豊克（医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院)

手術センター師長として東日本大震災から得た教訓 仙台市立病院 小池喜代子

11：00〜12：00 特別講演

司会：石橋まゆみ（昭和大学横浜市北部病院)

アメリカにおける手術看護の現状と課題 AORN Martha Stratton

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 1

司会：山内 正憲（東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座麻酔科学・周術期医学分野)

手術室業務とタイムマネジメント 宮城大学看護学科看護管理学 原 玲子

13：40〜15：10 シンポジウムⅠ：手術室看護師の専門性

-それぞれの役割をどの様に発揮し活躍するか-

司会：坂本 文子（山梨大学大学院総合研究部） 鈴木 元子（兵庫医科大学医療人育成センター)

1．周術期チームにおける手術看護認定看護師の役割

-周術期外来での活動をとおして- 岩手医科大学附属病院 島崎由希子

2．手術看護実践指導看護師としての取り組み 仙台厚生病院 赤坂真美子

3．手術室看護師の専門性

-それぞれの役割をどのように発揮し活躍するか- 東邦大学医療センター大森病院 吉田 実知

15：20〜16：20 トピックスⅡ：国際緊急援助隊医療チームの活動

-JDR史上初の手術機能・手術看護-

司会：平野 博美（東京医科歯科大学医学部附属病院)

1．ネパール民主共和国地震災害における国際緊急援助隊医療チームの活動

新潟大学医学部災害医療教育センター 中込 悠

2．国際緊急援助隊での手術室看護師の活動について 国立病院機構災害医療センター 後藤由美子

第 2会場：桜 10 月 14 日（金)

10：10〜10：50 研究発表 第 1 群：チーム医療Ⅰ

座長：秋葉 由美（総合病院国保旭中央病院)

1-1 EVLAと RFAを受けた患者のアンケート結果を比較

-分析から医師と協同した看護介入の結果- 岡村記念病院 坂部 共央

1-2 「チーム力」可視化のための手術評価表作成 （株）日立製作所ひたちなか総合病院 大芦 恵美

1-3 器械出し専任臨床工学技士への教育と手術室の今後の課題

医療法人あかね会土谷総合病院 山村 健二
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1-4 超緊急帝王切開時の手順の作成

-3 回のシミュレーションを通して- 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院 山田 朋美

11：00〜12：00 教育講演Ⅰ

司会：守山 聡美（姫路赤十字病院)

手術看護の質評価と評価指標 日本手術看護学会看護の質の評価プロジェクト 平野 博美

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 2

司会：落合 亮一（東邦大学医療センター大森病院麻酔科)

筋弛緩と筋弛緩モニターの重要性：導入前に筋弛緩モニターを装着しましょう

千葉大学大学院医学研究院中核研究部門呼吸・循環治療学研究講座麻酔科学研究領域 磯野 史朗

13：40〜14：40 研究発表 第 7 群：体温管理Ⅰ

座長：真野 敏夫（札幌医科大学附属病院)

7-1 全身麻酔手術患者の体温と手術体位について

-体温管理から手術看護を考える- 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 湯田 雄樹

7-2 腹腔鏡下砕石位手術における体温低下予防の取り組み

-簡易的な手術前加温の検討- 産業医科大学若松病院 白石 篤史

7-3 脊椎後方固定術における頭部を含めた被覆による術中体温管理の検討 弘前記念病院 柾木 皆子

7-4 腹腔鏡手術における低体温予防の検証

-温水循環式マットレスと温風式加温装置の組み合わせを試みて- 山形県立河北病院 工藤 恵子

7-5 脊椎手術台を使用時の術中体温 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 杉井二三子

7-6 ジャクソンテーブルを使用した腹臥位での脊椎手術の体温管理

-PELでのアンダーブランケット使用効果の検証- 北九州市立医療センター 福島 孝史

14：50〜15：40 研究発表 第 10 群：危機管理・安全管理Ⅱ

座長：森田 保（公立甲賀病院)

10-1 術中体位の変化によるコンパートメント症候群のリスクの検証

社会医療法人社団高野会大腸肛門病センター高野病院 米田多美子

10-2 安全な手術体位の確立

-HUG-U-VAC®使用方法の技術統一化に向けて- 京都山城総合医療センター 東尾 智子

10-3 看護師による患者での気道管理技術習得

-技術定着に向けた一考察- 西脇市立西脇病院 片岡美和子

10-4 家族控室の案内方法の標準化を目指して 済生会兵庫県病院 三輪 桂子

10-5 災害訓練における手術室の課題

-高速道路における多数傷病者発生を想定して- 佐賀大学医学部附属病院 齊藤 延治

15：50〜16：50 研究発表 第 13 群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅱ

座長：佐藤 元子（市立札幌病院)

13-1 腹臥位時に頭部用体位固定具を用いた際の顔面の除圧方法の検討

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 青木 絵梨

13-2 腹臥位での整形外科脊椎手術の術前スキンケア指導の効果

公立学校共済組合東北中央病院 安彦 友裕

13-3 脊椎後方手術における体位固定方法の検討

-体圧測定シミュレーションを行って- 東京慈恵会医科大学附属病院 小林 友恵

13-4 脊椎手術用 5 点フレームによるスキントラブルの発生における相関分析

東邦大学医療センター大森病院 佐々木彩華

13-5 新規脊椎後方手術フレーム導入後の合併症発生率の比較 医療法人清仁会洛西シミズ病院 田渕 孝樹

13-6 新規脊椎後方手術フレーム導入後の体圧とずれ圧の比較 医療法人清仁会洛西シミズ病院 田中 敏史
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第 3会場：橘 10 月 14 日（金)

10：10〜11：00 研究発表 第 2 群：新人教育Ⅰ

座長：中山 龍二（藤枝市立総合病院)

2-1 手術室新人看護師におけるメンタル支援の必要な時期とその要因 大阪赤十字病院 松吉麻衣子

2-2 手術室新人看護師教育プログラムの検討

-新人看護師と指導に関わった手術室看護師の思いから- 富山県済生会富山病院 才知由香里

2-3 患者疑似体験を通した新人教育の一手法 四国こどもとおとなの医療センター 大森真梨菜

2-4 砕石位固定の学習会導入による新人看護師の行動変容 福岡大学病院 村本 恵梨

2-5 新人に寄り添う対話形式の評価を導入して

-新人自身が成長を実感できる教育体制- 医療法人富田浜病院 竹内久美子

11：10〜12：00 研究発表 第 4 群：術前・術中・術後訪問Ⅰ

座長：佐藤こずえ（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院)

4-1 術前訪問の現状と課題に関する手術看護認定看護師の認識 藤沢市民病院 松嵜 愛

4-2 術前訪問に対する実態調査

-不安が軽減できる術前訪問の時期の検討- 大阪府済生会富田林病院 宮本 陽子

4-3 術前訪問により収集している情報と活用の現状

-特殊体位に関連する情報に焦点を当てて- 前橋赤十字病院 田島 知美

4-4 整形外科日帰り手術に行う術前オリエンテーションに対する看護師の意識調査

近江草津徳洲会病院 橋本由佳子

4-5 周術期サポートにおける外来カウンセリングの現状調査

社会福祉法人恩賜財団済生会石川県済生会金沢病院 北川カズ美

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 3

司会：山本 千恵（公益財団法人倉敷中央病院)

周術期における予防的スキンケア -オペ室での褥瘡をいかに予防するか？-

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野 真田 弘美

13：40〜14：20 研究発表 第 8群：感染対策Ⅰ

座長：岡田 貴枝（昭和大学藤が丘病院)

8-1 術前加温による術中体温低下防止とSSI発生との関連性の検討 長崎掖済会病院 高瀬江利子

8-2 整形外科手術における器械出し看護師の手術用手袋のピンホール発生の実態調査

医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 北野原亜矢子

8-3 消化器手術汚染器械の区別方法の検討

-A 県内 8 施設の調査を踏まえて- 中頭病院 長田オリエ

8-4 ATP 測定を用いた手術終了後の部屋の拭き残し調査 千葉県循環器病センター 常澄 慧

14：30〜15：20 研究発表 第 11 群：術前・術中・術後訪問Ⅱ

座長：高橋 明子（公益財団法人倉敷中央病院)

11-1 手術中に待機している家族の不安軽減につながる援助

-術中訪問の調査を行って- 千葉県こども病院 原田 翔子

11-2 患者の家族が手術中に知りたい情報 岩手医科大学附属病院 庄司 弘美

11-3 術中訪問の導入と実際

-導入半年で見えてきた課題- 大牟田市立病院 西浦 舞花

11-4 手術を受ける患者に対して病棟看護師が考える手術看護師との連携の検討

地域医療機能推進機構相模野病院 青山延布子

11-5 Ex-utero Intrapartum Treatment（EXIT）を通して，

家族を支える手術室看護師の役割を考える 東京慈恵会医科大学附属病院 内田 尚子
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15：30〜16：30 研究発表 第 14 群：継続教育Ⅱ

座長：渡部みずほ（越谷市立病院)

14-1 手術室ベテラン看護師が抱く手術看護のやりがい 社会医療法人財団白十字会白十字病院 斉藤真奈美

14-2 ナラティブアプローチを用いて導き出された若手看護師の手術看護を語る意味とは

社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 石塚美沙希

14-3 看護の語りが中堅看護師に与える内省効果 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 小野 貴之

14-4 後輩看護師のナラティブを聞き手術室中堅看護師が受ける影響 盛岡赤十字病院 赤川 理佳

14-5 超緊急帝王切開シミュレーション研修の看護師の意識調査 岡山済生会総合病院 石原美智子

14-6 A病院作成手術評価表から見えた改善課題

-シミュレーション教育の導入による効果- （株）日立製作所ひたちなか総合病院 大芦 恵美

第 4会場：萩 10 月 14 日（金)

10：10〜11：00 研究発表 第 3 群：危機管理・安全管理Ⅰ

座長：朝倉 佑介（福井大学医学部附属病院)

3-1 医療従事者におけるラテックスによるアレルギーについての認識

国家公務員共済組合連合会東北公済病院 鈴木 朋子

3-2 電子カルテ導入に伴う超緊急帝王切開術記録の見直し 仙台市立病院 細谷 亜紀

3-3 手術室外回り看護師が急変を回避するために何をしているのか

-インタビュー調査より- 東邦大学医療センター大森病院 小川真希子

3-4 急変時の手術室看護師の不安 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 杉江 祐美

3-5 危機的出血時の対応シミュレーションにおける看護師の意識変化と今後の課題

-シミュレーション前後のアンケート調査より- 広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 森脇 竜一

11：10〜12：00 研究発表 第 5 群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅰ

座長：津下裕美子（国立病院機構岡山医療センター)

5-1 ビーチチェア体位で行う手術の下顎部の皮膚障害についての考察

-体圧と背景要因を探る- 諏訪赤十字病院 直井 綾子

5-2 食道癌腹臥位手術における体位固定確立に向けた取り組み 社会医療法人恵佑会札幌病院 辰橋とし美

5-3 脳外科手術におけるパークベンチ位の褥瘡予防 社会医療法人医仁会中村記念病院 園田 紋加

5-4 パークベンチ体位の褥瘡発生因子の検討 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 巻下 千夏

5-5 パークベンチ体位の褥瘡発生低減，3 年間の経過 旭川赤十字病院 西澤 佳代

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 4

司会：門間 典子（東北大学病院看護部)

米国手術室における医療安全対策

-プロセス改善法を他業種から学ぶ- Medline Industries. Inc. Martie L.Moore

13：40〜14：40 トピックスⅠ

司会：土藏 愛子（日本手術看護学会指名理事)

アフリカで看護を考える -エイズ患者のケアを通して- NGOアフリカ友の会 徳永 瑞子

14：50〜16：00 30 周年特別企画〈座談会〉

司会：石橋まゆみ（昭和大学横浜市北部病院)

手術看護の歴史を語る -オペナーシングヒストリー- 日本手術看護学会元理事長 宮原多枝子

同 元理事長 久保田由美子

同 前理事長 菊地 京子

同 指名理事 土藏 愛子
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17：00〜17：30 評議員会

第 5会場：白橿 10 月 14 日（金)

10：10〜11：10 看護実践セミナーⅠ

司会：中村 裕美（日本赤十字豊田看護大学看護学部)

研究を始める前に学んでみよう研究倫理 東京大学大学院医学系研究科医療倫理学分野 佐藤 弘之

11：20〜12：00 研究発表 第 6 群：新人教育Ⅱ

座長：堀田 順子（松山赤十字病院)

6-1 術式別器械出し達成基準導入による指導者評価の統一化 愛知医科大学病院 分造 健太

6-2 器械出し看護師の役割指導を目指した動画作成と活用方法について（第 2 報）

-新人看護師と指導に関わる看護師の両サイドからの検討-

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会千里病院 米山 恵

6-3 新人教育におけるヘッドマウントディスプレイ（HMD）の有用性

-透過型 HMDを利用した器械出し時の手術手順投影の効果-

東京医科歯科大学医学部附属病院 山﨑 睦子

6-4 指導者が望む新人器械出し看護師に必要な知識 堺市立病院機構堺市立総合医療センター 竹野 郁美

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 5

司会：佐藤 裕子（東北大学病院手術部)

病院の未来は手術室にかかっている -増え続ける手術を支える取り組み教えます-

広島大学病院手術部 仁井内 浩

医療法人社団紺整会船橋整形外科病院手術室 三橋小由里

13：40〜14：40 研究発表 第 9 群：継続教育Ⅰ

座長：小林 千尋（愛知医科大学病院)

9-1 病棟から手術室に配属された看護師の配属後 1年間

-どんな思いを抱き乗り越えたか- 深谷赤十字病院 鈴木 優子

9-2 手術室に未経験で配属された看護師への効果的なサポートの検討

医療法人財団五省会西能病院 森谷真理也

9-3 手術室看護師の業務上の困難に関する実態調査 公立学校共済組合東北中央病院 工藤 朋子

9-4 内視鏡勉強会の企画・講師をした 2年目看護師の教育効果 東北大学病院 高橋 光恵

9-5 手術室看護師の滅菌物の取り扱いに関する意識調査

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 佐々木輝美子

9-6 手術部門教育体制の検討

-手術看護実践能力を向上させるための教育方法の取り組み- 沼隈病院 小林 裕亮

14：50〜15：40 研究発表 第 12 群：手術室運営・看護管理Ⅰ

座長：上川 朋美（久留米大学病院)

12-1 働きやすい人的環境の構築に向けて -対人関係の意識改革- 川崎市立川崎病院 鈴木 見香

12-2 手術室件数増加に対応した看護管理実践とスタッフの意識変化

特定医療法人三栄会ツカザキ病院 黒田 和樹

12-3 術後回復室運用の実態と手術室看護師の主観的評価 岡山大学病院 太田 美穂

12-4 手術室自己完結型業務への PNS®導入と効果の検証 群馬県済生会前橋病院 佐久間知花

12-5 時間外緊急手術に対応する手術室応援看護師の実態調査 公立能登総合病院 天野 直子
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15：50〜16：40 研究発表 第 15 群：看護記録，クリニカルパス，情報開示，看護倫理，その他Ⅰ

座長：深田 栄子（名古屋市立大学病院)

15-1 手術看護記録監査導入後の記録に対する意識調査 東北大学病院 清藤 文菜

15-2 看護記録に時系列を用いた記録様式の変更後の一考察 トヨタ記念病院 山本 結子

15-3 手術室看護師が抱える倫理的課題の最新報告

-手術看護認定看護師へのインタビューから- 首都大学東京大学院 岡島 志野

15-4 地域施設見学研修が手術室看護師に与えた影響の検討 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 松尾 優作

15-5 局所麻酔手術における新しい疼痛評価方法

-「岡村式疼痛スケール：OPS」を考案して- 岡村記念病院 阪口 智子

17：00〜18：00 イブニングセミナー

司会：米田 弥里（兵庫医科大学病院手術センター)

本当にそれでいいの？

手術室看護師にできる体温管理の押さえどころ！ 札幌医科大学附属病院 越山 直美

ポスター会場：展示室 1（展示棟） 10 月 14 日（金)

10：10〜11：10 示説Ⅰ：体温管理，皮膚・神経障害の予防，DVT対策

座長：一ノ瀬光海（大阪市立大学医学部附属病院)

P Ⅰ-1 麻酔第 1 相における体温低下予防の取り組み

-短時間のプレウォーミングが体温管理に与える影響- 医療法人協和会協立病院 宇賀 一平

P Ⅰ-2 ティガリヤドレープ®使用による術中体温の検証

一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 猪俣 容子

P Ⅰ-3 婦人科開腹手術における保温方法の検討

-温風式加温装置を使用した術中体温変化の実態調査-

国立病院機構北海道がんセンター 吉田 七星

P Ⅰ-4 陰圧式固定具を使用した側臥位手術でのアッパーブランケットとアンダーブランケットによる

術中体温変化の比較 山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 土田さおり

P Ⅰ-5 周手術期における医療関連機器圧迫創傷の現状と今後の課題

労働者健康安全機構熊本労災病院 坂本ますみ

P Ⅰ-6 BISセンサ貼付部の皮膚保護剤使用効果について 千鳥橋病院 東 さやか

P Ⅰ-7 4点フレーム用いた脊椎後方手術の皮膚損傷予防におけるポリウレタンフィルムの

貼付が効果的な患者条件について 市立長浜病院 髙田 憲明

P Ⅰ-8 先天性表皮水疱症患者の皮膚障害予防を経験して 日本医科大学武蔵小杉病院 土井 聖美

P Ⅰ-9 術後合併症のコンパートメント症候群を防ぐ術中体位における看護

特定医療法人三栄会ツカザキ病院 竹内 佳奈

11：20〜12：00 示説Ⅱ：その他

座長：諌山 三絵（福岡大学病院)

P Ⅱ-1 抜管後の口腔ケアに対する手術室スタッフの行動変容 岩手県立大船渡病院 池田 弥生

P Ⅱ-2 看護実践の変化をもたらした「手術室便り｣ 岩手県立大船渡病院 畑中 広江

P Ⅱ-3 麻酔説明業務の効率化に向けての検討

-iPadによる動画を用いた麻酔説明を導入して- 鳥取大学医学部附属病院 前田 延子

P Ⅱ-4 術後の尿意に対する対策について

-局所麻酔薬投与ルーメンを持つ尿道カテーテルを用いた検討- 群馬大学医学部附属病院 鍋岡 慶一

P Ⅱ-5 下肢静脈瘤血管内焼灼術における新しい疼痛管理方法 岡村記念病院 坂部 共央
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13：40〜14：40 示説Ⅲ：情報開示，看護倫理，看護記録，クリニカルパス，防災関係・減災対策

座長：荒川 江美（福井心臓血圧センター福井循環器病院)

P Ⅲ-1 病棟看護師を対象にした術中体位についての勉強会実施の効果

-申し送り事項の病棟記録を指標にして- 九州労災病院門司メディカルセンター 木村亜規子

P Ⅲ-2 手術室看護師からみた周術期の看護診断の現状 福井大学 青池智小都

P Ⅲ-3 手術室における倫理カンファレンス導入後の看護師の意識や行動の変化 山形県立中央病院 佐藤早弥香

P Ⅲ-4 倫理的ディスカッションを行うことで期待される効果

-意識下麻酔手術における上肢の固定に視点をあてて- 館林厚生病院 田中 大輔

P Ⅲ-5 A 病院手術室における災害対応策の検討

-実働下での効果的な運用をめざして- 岐阜市民病院 早見 一輝

P Ⅲ-6 医療チームで災害訓練を行うことの意義 名古屋市立東部医療センター 加藤ちづる

P Ⅲ-7 術中災害を想定した避難訓練への取り組み 医療法人光晴会病院 佐々田理奈

P Ⅲ-8 震災を想定した災害時の避難訓練の実施

-アクションカード導入を試みて- 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 佐藤 成美

P Ⅲ-9 手術室看護師における防災訓練の効果 山口県済生会下関総合病院 伊藤沙由理

P Ⅲ-10 非常電源が使用不能状態に陥った停電を経験し，A病院で行った停電対策について

-フローチャート作成と吸引配管問題- 杏林大学医学部付属病院 石澤 真悟

14：50〜15：50 示説Ⅳ：術前・術中・術後訪問，患者・家族への心理的援助

座長：大森真梨菜（四国こどもとおとなの医療センター)

P Ⅳ-1 肉腫で手術を受ける患者の体験に基づいた心理状態 公益財団法人結核予防会新山手病院 萩原由希子

P Ⅳ-2 バースリクエストシートが予定帝王切開術を受ける妊産婦の出産体験に及ぼす影響

徳島赤十字病院 高城 佑紀

P Ⅳ-3 術前の手術室見学実施による比較調査 高砂市民病院 後藤 悟史

P Ⅳ-4 アギュララの危機問題解決モデルを用いて事例を振り返る 米沢市立病院 伊藤 美帆

P Ⅳ-5 患者の安全を守る効果的な術前情報収集方法の検討 西東京中央総合病院 加藤 千春

P Ⅳ-6 緊急帝王切開を受けた産婦の思い

-手術室看護師が術前訪問から関わることによる影響- 盛岡赤十字病院 照井 愛

P Ⅳ-7 術前術後訪問率向上への取り組みの報告 岩手県立大船渡病院 村上 絹代

P Ⅳ-8 術後訪問におけるクリティカルパス使用症例に関する取り組み

社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 半田恵理子

P Ⅳ-9 術後カンファレンス導入による，術後訪問に対する手術室看護師の意識調査

医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 植木 由香
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第�日目 プログラム

第 1会場：大ホール 10 月 15 日（土)

9：10〜10：10 招待講演

司会：小池喜代子（仙台市立病院)

東日本大震災における東北大学病院の対応 東北大学 里見 進

10：20〜11：50 シンポジウムⅡ：術前外来の現状と課題

司会：菊地 京子（日本手術看護学会前理事長） 山本 千恵（公益財団法人倉敷中央病院)

1．術前外来を担当して見えてきたこと 公益財団法人倉敷中央病院 佐野 早苗

2．乳腺外科術前看護外来の現状と課題 仙台市医療センター仙台オープン病院 菅野 幸枝

3．全身麻酔手術患者全員を対象に術前管理を行う

周術期管理センター（術前部門）の設置を見据えて 名古屋大学医学部附属病院 加藤 玲子

12：10〜13：10 ランチョンセミナー 6

司会：高橋ひとみ（東北公済病院看護部)

手荒れを防いで手肌美人になろう！年齢が表れない手の作り方 あおいクリニック銀座 中野あおい

14：00〜15：00 教育講演Ⅲ

司会：坂本 祐子（福島県立医科大学看護学部)

周術期せん妄とその予後

-手術室から帰った患者さんがどうなっているか知っていますか-

東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座麻酔科学・周術期医学分野 吾妻 俊弘

15：10〜16：40 教育セミナー：術中のフィジカルアセスメントを考えよう-異変に気づき，患者を守れ‼-

司会：軍司 希（東北大学病院） 岡田由香里（仙台市医療センター仙台オープン病院)

パネリスト：パルシファー瑞穂（日本赤十字社八戸赤十字病院）

髙敷 倫子（秋田大学医学部附属病院）

貝沼 純（福島県立医科大学附属病院）

紺野 大輔（東北労災病院麻酔科）

東北地区手術看護認定看護師

16：40〜16：50 閉会式

第 31 回年次大会案内・次期大会長挨拶 日本手術看護学会近畿地区会長 渋谷 豊克

16：50〜 閉会の辞

日本手術看護学会東北地区副会長 松本 亜矢

第 2会場：桜 10 月 15 日（土)

8：30〜9：30 看護実践セミナーⅡ

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たね その 3 東京女子医科大学看護学部 草柳かほる

9：40〜10：40 トピックスⅢ

司会：大鐘 隆宏（名古屋第一赤十字病院)

冠動脈インターベンション最近の知見

-非心臓手術前の PCI 適応に関して- 東北大学大学院循環器内科学 高橋 潤
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10：50〜11：50 教育講演Ⅱ

司会：三枝 典子（前橋赤十字病院)

術後回復促進のためのエッセンス 岩手県立中央病院消化器外科 宮田 剛

12：10〜13：10 ランチョンセミナー 7

司会：熊谷 美恵（山形大学医学部附属病院手術部)

危機・機器・嬉々！一髪 手術看護教育とチーム医療

-東北大学病院での取り組み- 東北大学病院手術部 佐藤 裕子

14：00〜15：30 看護実践セミナーⅣ：WHO手術安全チェックリストの適切な実施について

司会：小林 千尋（愛知医科大学病院） ミルズしげ子（長野赤十字病院)

1．WHO手術安全チェックリストの適切な実施について 関西電力病院 牛尾 仁美

2．WHO手術安全チェックリストの適切な実施について 北海道大学病院 山本 裕子

3．日本手術看護学会の「WHO手術安全チェックリスト」推奨に向けた取り組み

愛知医科大学病院 小林 千尋

第 3会場：橘 10 月 15 日（土)

8：40〜9：30 研究発表 第 16 群：手術室運営・看護管理Ⅱ

座長：越塚 奈美（市立砺波総合病院)

16-1 職場環境改善のための実態調査

-手術室運営の現状と職務満足度調査から見えた課題- 大牟田市立病院 渡邊亜矢子

16-2 業務効率化が手術室看護師の感情労働に及ぼす影響

愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 小堀 順也

16-3 診療材料・器械の管理業務削減への取り組みと成果 千葉県循環器病センター 鈴木 光美

16-4 手術室勤務の看護補助者の業務内容見直しとその効果 千葉県循環器病センター 横土由美子

16-5 手術室看護師の疲労についての実態調査

-CFSI（蓄積的疲労徴候インデックス）を用いて- 久留米大学病院 龍 紘美

9：40〜10：40 研究発表 第 18 群：体温管理Ⅱ

座長：藤田喜美恵（山口大学医学部附属病院)

18-1 開腹手術時の体温管理の現状と効果的な加温方法の検討 東北医科薬科大学病院 岩淵 英美

18-2 全身麻酔下の体温管理方法の検証

-乳房再建術におけるシバリング発生率の低減を目指して- 社会医療法人恵佑会札幌病院 石浜 太一

18-3 腹腔鏡下大腸手術患者に対する術前加温の検討 社会医療法人社団順江会江東病院 山﨑 彩加

18-4 帝王切開術における周術期体温管理

-測定部位による体温変化の実態- 東京女子医科大学病院 荒木田真子

18-5 肺切除術における全身麻酔導入前全身加温による手術中の低体温予防の効果（第 1 報)

福岡大学病院 金子 邦幸

18-6 眼科覚醒下手術時のドレープ内の暑さによる不快感に対する冷却マットの効果

国立病院機構仙台医療センター 穴澤奈生子

10：50〜11：50 研究発表 第 19 群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅲ

座長：草地真由美（大分大学医学部附属病院)

19-1 腹腔鏡手術体位固定時の腕神経叢障害発生予防の検討 医療法人橘会東住吉森本病院 岡田 麻実

19-2 下部消化管腹腔鏡下手術の体位固定方法の検証

-体圧に着目して- 公立学校共済組合東海中央病院 小木曽崇江

19-3 腹腔鏡下結腸切除術を受ける患者の褥瘡・神経障害予防の取り組みについて 福島赤十字病院 鈴木 直人

19-4 全身麻酔下砕石位手術患者の仙骨部に手を挿入した術中除圧の体圧変化と効果の検討

国立病院機構長崎医療センター 原 健太朗
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19-5 上肢固定法変更前後のローテーションによる体圧変化の検証

社会医療法人社団高野会大腸肛門病センター高野病院 中山貴美子

19-6 下�圧力因子からみた下肢支脚器使用時のコンパートメント症候群の予防 那須赤十字病院 小田島好宏

12：10〜13：10 ランチョンセミナー 8

司会：樫村 暢一（医療法人渓仁会手稲渓仁会クリニック)

手術部位感染予防の最前線 広島大学病院感染症科 大毛 宏喜

14：00〜14：50 研究発表 第 22 群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅳ

座長：後藤 紀久（岐阜大学医学部附属病院)

22-1 術中同一体位による皮膚障害発生要因の検証 滋賀医科大学医学部附属病院 龍田 温子

22-2 手術台用体圧分散高反発マットレスの有効性 岡村記念病院 神谷 薫

22-3 A 病院手術室における挿管チューブ固定による医療関連機器圧迫創傷

東京慈恵会医科大学附属病院 大館 美紀

22-4 術中褥瘡予測スコア法（OPDS）カテゴリーと褥瘡発生率の関連性の検証

福島県立医科大学附属病院 金成 貴子

22-5 手術消毒による接触性皮膚炎への取り組み

-チオ硫酸ナトリウムの使用を検討して- 近畿大学医学部堺病院 井本 智予

15：00〜15：50 研究発表 第 25 群：患者・家族への心理的援助Ⅱ

座長：山近 真美（旭川医科大学病院)

25-1 子どもとその親に対する手術への理解と心的過程への影響

-過去に手術を受けた子どもの親の意見をとり入れたプレパレーションツールを用いて-

秋田赤十字病院 宗村奈津美

25-2 吸入麻酔薬による麻酔導入の小児に対する香りつきマスクの有用性の検討

山形大学医学部附属病院 大藏 和奈

25-3 手術を受ける幼児後期の児に対する不安軽減のための看護援助についての振り返り

東北大学病院 早川穂乃佳

25-4 帝王切開におけるバースプラン導入と看護ケアに対する評価

-出産後のアンケートを実施して- KKR札幌医療センター 奥田 絵美

25-5 心臓手術待機中における患者の家族のもつ不安とコーピング 鳥取大学医学部附属病院 梅木 優加

第 4会場：萩 10 月 15 日（土)

8：40〜9：30 研究発表 第 17 群：患者・家族への心理的援助Ⅰ

座長：大林 幸恵（山口労災病院)

17-1 手術を受ける患者への音楽療法と呼吸法を合わせたリラクセーション効果

公益社団法人地域医療振興協会飯塚市立病院 伏貫 智恵

17-2 手術看護において男性看護師が女性患者に看護ケアを行うことに関する意識調査

伊那中央病院 荻原 準

17-3 手術患者の手術に対する不安や思いに関する研究 鹿児島市立病院 中島 寛之

17-4 周術期患者のストレス値の推移と要因

-唾液アミラーゼ活性値を用いて- 埼玉県済生会川口総合病院 野中由美子

17-5 呼吸器外科手術を受ける老年期にある男性患者の周術期における体験世界について

-初回手術で肺がん疑いの患者に焦点をあてて- 滋賀県立成人病センター 今井 民子

9：40〜10：40 看護実践セミナーⅢ

司会：分倉千鶴子（特定医療法人財団同愛会博愛病院)

「手術看護業務基準」の作成について 日本手術看護学会基準・手順委員会 倉藤 晶子
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10：50〜11：50 研究発表 第 20 群：危機管理・安全管理Ⅲ

座長：籔原由紀子（徳島市民病院)

20-1 タイムアウト実施の現状把握と改善への取り組み

-統一したタイムアウトを目指して- 健康保険組合連合会大阪中央病院 岡島真理子

20-2 手術患者の安全確保のための取り組み

-手術安全チェックリストの活用からアクシデント減少を目指す- 獨協医科大学病院 齋藤 由貴

20-3 「手術室安全チェックリスト」を導入しての安全意識に対する調査

総合病院水戸協同病院 齋藤 未来

20-4 手術安全チェックリスト導入後の実施状況調査から見えた現状と課題 松山赤十字病院 門脇 昌美

20-5 WHO手術安全チェックリストの導入の状況と今後の課題 澄心会岐阜ハートセンター 木内 佑哉

20-6 手術安全チェックリストの導入 1 年後と 4年後の実態調査 前橋赤十字病院 阿部 二葉

12：10〜13：10 ランチョンセミナー 9

司会：江島 豊（東北大学病院手術部)

周術期体温管理は次のステージへ

-より効果的に実践するために- 札幌医科大学医学部麻酔科学講座 立花 俊祐

13：20〜13：50 総会

司会：菊地 春恵（国立病院機構仙台医療センター)

14：00〜14：50 研究発表 第 23 群：新人教育Ⅲ

座長：五明田和也（第一東和会病院)

23-1 新入職者の針刺し切創事故から新入職者教育を考える

-チェックリストを用いた教育の有効性- 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 砥綿麻里子

23-2 手術室新人ローテーション研修調査から得た研修の効果と課題

一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 市川 真弓

23-3 手術室における新人看護師教育支援の取り組み

-屋根瓦方式導入後の現状- 川崎市立川崎病院 永田 修一

23-4 A 病院手術室新人看護師への指導法

-チーム制指導における新人看護師の思い-

広島県厚生農業協同組合連合会 JA廣島総合病院 田中 猛

23-5 A 病院手術室における新人指導体制のあり方の検討 社会医療法人平成記念病院 三根 千晶

15：00〜15：40 研究発表 第 26 群：手術室運営・看護管理Ⅲ，その他Ⅱ

座長：岩永 良子（長崎大学病院)

26-1 全身麻酔導入時のプロポフォール®注入血管痛に対する看護師のタッチングの効果

館林厚生病院 藤本 真佳

26-2 手術室看護師におけるプリセプターの疲労蓄積の要因分析 岩手医科大学附属病院 高村 伊織

26-3 緊急帝王切開の外回り看護師の不安とは

-開設 2年目の現状を看護実践のプロセスから分析する- 山陰労災病院 久保田比登美

26-4 「手術室看護師ストレス尺度」の信頼性と妥当性の検討 東邦大学医療センター大橋病院 小松 飛鳥

15：50〜16：30 研究発表 第 28 群：防災関係・減災対策

座長：島田 由子（桐生厚生総合病院)

28-1 手術室におけるシナリオ非提示型シミュレーション災害訓練の試み 東京北医療センター 大久保利絵

28-2 開心術時における多職種合同地震発生時対応シミュレーションへの取り組み

㈱日立製作所日立総合病院 伊藤 隆義

28-3 手術室災害訓練への取り組みとその効果

-災害訓練を通じた知識と技術の統一を目指して- 公立藤岡総合病院 大谷 佳子



101-107_NSKG02PU2責杉.mcd  Page 5 16/09/08 08:44  v6.10

28-4 A病院手術室における被災状況の情報収集を行う上での課題

-被害報告書第一報を用いて見えた現状- 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 村山 愛香

第 5会場：白橿 10 月 15 日（土)

8：40〜9：40 中堅者教育研修受講者報告会

司会：濱田 弥生（大阪警察病院） 横田富美子（済生会川口総合病院)

1．中堅看護師としての組織への問題提起

-倫理的看護問題に視点をあてて- 館林厚生病院 田中 大輔

2．手術器械の準備業務の効率化

-対立解消図から見出された課題への取り組み- 大阪府立病院機構大阪府立成人病センター 長友 優子

3．片付けチェックリストを用いた業務の統一化への取り組み 赤穂市民病院 玉村 啓介

4．経カテーテル大動脈弁埋め込み術の効果的な指導方法の検討

-対立解消図を使用して- 久留米大学病院 三重野智志

5．医療安全への意識を向上させるための取り組み

-対立解消図を利用して- 前橋赤十字病院 江戸谷真紀

6．看護過程の展開を目指して

-問題に気づく能力の向上を図る- 市立伊勢総合病院 藤井貴代美

9：50〜10：40 手術看護管理研修受講者報告会

司会：石山 映子（小田原市立病院） 松野 修一（産業医科大学病院)

1．スタッフの満足度調査から見えてきた課題 厚生連相模原協同病院 成吉英吏子

2．より安全な手術室看護の提供を目指した取り組み 市立島田市民病院 片川 祐子

3．委託業務の拡大の効果 大津赤十字病院 山川真由子

4．手術室看護師の人材育成への取り組み

-安全で質の高い看護を提供するために- 広島市立安佐市民病院 米田サトエ

5．小さな業務改善から見えてきたこと

-管理者としての意識- 天草地域医療センター 水本裕喜子

10：50〜11：50 研究発表 第 21 群：継続教育Ⅲ

座長：阿部 瑞恵（富山県立中央病院)

21-1 アクティブラーニングを一部取り入れた医療機器取扱いに関する学習会の効果

上都賀厚生農業共同組合連合会上都賀総合病院 茂呂 達也

21-2 パソコンを用いた視覚教材の学習効果の検証

-活用のタイミングと利便性の調査- 社会医療法人母恋日鋼記念病院 中村 亮祐

21-3 消化器外科手術で使用するデバイスの取り扱いマニュアル作成と有用性の検証

旭川赤十字病院 坂本 隼人

21-4 ERSMと TRSMを融合した滅菌有効期限設定に関わるスタッフ教育

-参加型評価がもたらす効果- 留萌市立病院 杉本紗緒理

21-5 体外循環カニュレーション動画を用いた開心術器械出し看護師の手技向上の検討

いわき市立総合磐城共立病院 遠藤美紀子

21-6 エネルギーデバイスに関する教育プログラムの必要性と学習効果

-安全な手術のために，私たちに求められる知識とは- 札幌共立五輪橋病院 北村 綾子

12：10〜13：10 ランチョンセミナー 10

司会：安藤 昌代（大阪大学医学部附属病院手術部)

手術室看護と教える技術

-みんなが幸せになるために- 岩手医科大学医学部医学教育学講座・麻酔学講座 相澤 純
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14：00〜14：50 研究発表 第 24 群：感染対策Ⅱ

座長：青野 愛里（高知大学医学部附属病院)

24-1 手術室における外回り看護師がゴーグルを着用する要因 国立病院機構浜田医療センター 今代 元太

24-2 A 手術室における手指衛生遵守率の推移とその特徴

-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

24-3 手術部における手指衛生遵守率向上への取り組み

-シミュレーション教育を取り入れて- 蒲郡市民病院 村上 彩子

24-4 術中手袋交換の定着に向けた取り組み

-ディスカッションの効果- 宝塚市立病院 信川 友香

24-5 ラビング法導入によってもたらさられた効果

-手荒れとコストの観点から- 公立藤岡総合病院 北林 礼士

15：00〜16：00 研究発表 第 27 群：術前・術中・術後訪問Ⅲ

座長：北川カズ美（石川県済生会金沢病院)

27-1 術前口腔ケア指導の実態調査 高砂市民病院 井上 翔伍

27-2 継続した術前・術後訪問の記憶と患者評価 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 森口 奈美

27-3 術後訪問の見直し -患者に寄り添った看護を目指して- 西宮市立中央病院 日野 幸一

27-4 術後訪問に関する患者のニーズ調査 国立病院機構西埼玉中央病院 飯酒盃こずえ

27-5 術後訪問に対する手術室看護師の意識の向上に向けた取り組み

-術後訪問後カンファレンスを実施して- 総合高津中央病院 澤田麻衣子

27-6 術後訪問に対する手術室看護師への意識調査

-局所麻酔症例の術後訪問を導入して- 心臓血圧センター福井循環器病院 田川 貴義

ポスター会場：展示室 1（展示棟） 10 月 15 日（土)

9：40〜10：40 示説Ⅴ：感染対策，危機管理・安全管理Ⅰ

座長：山下さおり（市立札幌病院)

PⅤ-1 手術室外回り看護師のアイシールドに飛散した血液曝露の実態調査

富士重工業健康保険組合太田記念病院 山本亜佑美

PⅤ-2 手術室看護師のPPE着用に対する意識・行動に関する調査 佐世保市総合医療センター 福田亜紀子

PⅤ-3 手術用手袋のピンホール発生状況の調査 益田地域医療センター医師会病院 海津奈津美

PⅤ-4 ピンホールの実態調査を通した二重手袋装着と手袋交換の推奨に関する取り組み

社会福祉法人三井記念病院 須合 奈保

PⅤ-5 タイムアウト導入後の実施状況の把握 仙台市医療センター仙台オープン病院 佐藤 理恵

PⅤ-6 整形外科における業者貸出器械のカウントミス防止に関する取り組みを知る

-A県看護研究会に所属する施設へアンケート調査- 桐生厚生総合病院 高草木 綾

PⅤ-7 A 病院手術センターにおける小児急変対応への取り組みとその効果

-第 1報：PCM手法を活用した現状分析から計画立案まで- 熊本赤十字病院 小林 賢吾

PⅤ-8 特殊環境における急変時の対応

-ハイブリッド手術室での急変を経験して- 杏林大学医学部付属病院 高松 美加

PⅤ-9 手術室急変時シミュレーションの実践 仙台市医療センター仙台オープン病院 沼上 恭子

PⅤ-10 手術室に潜むリスクへの感性を向上させる取り組み

-KYT を活用して- 国立病院機構高崎総合医療センター 富沢 奈緒

10：50〜11：50 示説Ⅵ：危機管理・安全管理Ⅱ，新人教育

座長：井岡 京子（埼玉医科大学病院)

P Ⅵ-1 A 病院手術室でのラテックス対策の取り組み 社会医療法人同仁会耳原総合病院 増永 司

P Ⅵ-2 手術室看護師のラテックスアレルギー 1次予防策導入後の知識 東京都立墨東病院 中久喜夏依

P Ⅵ-3 ジェルネイル患者の緊急手術時SpO2測定に関する実態調査とその対策

札幌共立五輪橋病院 渡邊 祐介
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PⅥ-4 最小侵襲前方アプローチ THA（AMISアプローチ）における体位保持の検討

-レッグポジショナーを安全に使用するには- 大室整形外科脊椎・関節クリニック 岸本 優子

P Ⅵ-5 ディスポーザブル製品の患者移動用スライダーを用いた水平移動の効率化の検証

関西医科大学 中 清美

P Ⅵ-6 手術看護ラダーレベルⅠのコスト意識向上を目指して

-余剰コストが発生する要因から考える- 杏林大学医学部付属病院 嶋崎健太郎

P Ⅵ-7 手術室新人看護師が外回り看護からはじめることの意義 JA 北海道厚生連旭川厚生病院 本田 大

P Ⅵ-8 シミュレーションを用いた帝王切開術の指導による新人看護師器械出しの技術習得効果

米沢市立病院 船山 良太

P Ⅵ-9 帝王切開術・超緊急帝王切開術を想定した多重課題シミュレーションの実際

総合病院国保旭中央病院 香取 良美

14：00〜15：00 示説Ⅶ：手術室運営・看護管理，チーム医療

座長：森田 理恵（鳥取大学医学部附属病院)

P Ⅶ-1 チーム制看護の導入による役割意識の変化と定着への課題

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 村田ちか子

P Ⅶ-2 手術室器械出し看護師の肩こりに関連する要因分析 秋田大学医学部附属病院 小笠原清孝

P Ⅶ-3 チーム医療における経カテーテル大動脈弁留置術に必要な多職種連携の実態

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 武内 美佳

P Ⅶ-4 手術室看護師の役割とチーム医療

-腹臥位における褥瘡予防への取り組みを通し- 済生会横浜市東部病院 滝 真里

P Ⅶ-5 超緊急帝王切開術の合同シミュレーションの取り組み 京都第二赤十字病院 藤森紀久子

P Ⅶ-6 看護教育における診療看護師と手術看護認定看護師との連携 愛知医科大学病院 森 一直

P Ⅶ-7 人工心肺症例のない病院における，手術室 CE業務の確立について

綜合病院山口赤十字病院 谷村 知明

P Ⅶ-8 術中MRI 導入に向けての取り組み 香川大学医学部附属病院 千葉 雅子

15：10〜16：10 示説Ⅷ：継続教育

座長：中村 良子（伊勢赤十字病院)

P Ⅷ-1 手術室における看護実践報告の効果 市立札幌病院 山下さおり

P Ⅷ-2 術前フィジカルアセスメント eラーニング教材の開発

-体位固定編- 北里大学 熊谷 奈穂

P Ⅷ-3 中規模自治体病院におけるロボット支援手術を担当する器械出し看護師への支援

箕面市立病院 塩冶友里恵

P Ⅷ-4 側臥位体位固定の知識の統一を目指した DVD教材の導入 市立旭川病院 後藤 結佳

P Ⅷ-5 継続した周術期看護の提供のために必要な事

-合同学習会を開催しての学び- 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 乙守あや乃

P Ⅷ-6 新生児蘇生に関する学習会を実施した手術室看護師の意識調査 三井記念病院 清水香葉子

P Ⅷ-7 人工膝関節置換術（TKA）の器械出しにおける Expert Nurseの実践

医療法人あんしん会あんしん病院 下雅意あすか

P Ⅷ-8 手術器械出しマニュアルの変遷

-2005 年から 2015 年の日本手術看護学会年次大会抄録より-

医療法人社団おると会浜脇整形外科病院 福岡 努

P Ⅷ-9 新卒 2 年目看護師を対象とした術後訪問の振り返り

-グループワーク観察法による検証- 医療法人社団日本鋼管福山病院 岡野真由美


