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第�日目 プログラム

第 1会場：ホールA・b1（北館地下 2階) 11 月 3 日（金)

8：50〜8：55 オリエンテーション

8：55〜9：50 オープニングセレモニー・開会式

第 31 回大会長挨拶 日本手術看護学会近畿地区会長 渋谷 豊克

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 公益社団法人大阪府看護協会会長 高橋 弘枝

功労者表彰 東京女子医科大学看護学部 佐藤 紀子

地区会長紹介 全国 9地区会長

10：00〜10：50 大会長講演

司会：横田富美子（埼玉県済生会川口総合病院)

国際化する手術医療 -手術室における安全管理の重要性- 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 渋谷 豊克

11：00〜12：00 招待講演

司会：ミルズしげ子（長野赤十字病院)

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジと患者安全／ケアの質 WHO健康開発総合研究センター 野崎慎仁郎

12：15〜13：15 ランチョンセミナー 1

司会：谷 仁介（医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院麻酔科)

安全な患者移乗の方法の 1つとして -ホバーマット- 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 八鍬 貴則

13：30〜14：30 教育講演Ⅰ

司会：宇山 珠美（京都府立医科大学附属病院)

世界標準の医療安全 -WHO安全チェックリストとAHA声明 2013 から学ぶ-

千葉大学医学部附属病院医療安全管理部 相馬 孝博

14：35〜16：05 シンポジウムⅠ：手術室の医療安全における意識改革

司会：亀森 康子（自治医科大学附属さいたま医療センター） 井口 和江（大阪大学医学部附属病院)

SⅠ-1．国際患者安全目標に沿った埼玉医科大学国際医療センターにおける手術室の医療安全

埼玉医科大学国際医療センター 田口 裕彦

SⅠ-2．手術室における組織的かつ継続的質改善活動 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 横田 佳子

SⅠ-3．安全を培うための風通しの良い風土作りとルールの遵守 公益財団法人倉敷中央病院 山本 千恵

第 2会場：ホール C・b2（北館地下 2階) 11 月 3 日（金)

10：00〜10：50 特別講演

司会：小林 千尋（愛知医科大学病院)

より良い手術室を目指すためのアイデア 岐阜大学医学部附属病院手術部 長瀬 清

12：15〜13：15 ランチョンセミナー 2

司会：中村 良子（伊勢赤十字病院)

将来を見据えた手術室運営を目指して -手術室の見える化から考える業務改善- 愛知医科大学病院 小林 千尋

13：30〜14：30 教育講演Ⅱ

司会：鈴木 元子（兵庫医科大学医療人育成研修センター)

手術室看護師のキャリア開発 オフィス KATSUHARA 勝原裕美子
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14：35〜15：35 教育講演Ⅲ

司会：池邊 美佳（大阪警察病院)

手術医療におけるレジリエンス・エンジニアリングの探究

-手術チームにおける会話分析からの知見-

大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部 中島 和江

15：40〜16：40 トピックスⅠ

司会：森田 保（公立甲賀病院)

周術期管理チームの今後の展開とメンバーへの期待 滋賀医科大学麻酔学講座 北川 裕利

第 3会場：ルーム 1・2・3（北館地下 2階) 11 月 3 日（金)

10：00〜10：50 研究発表 第 1 群：心理的支援Ⅰ

座長：濱田 弥生（大阪警察病院)

1-1 意識下手術での手術室環境に対する看護の現状 岐阜大学医学部附属病院 廣瀨 朝子

1-2 入院から手術に至るまでの患者の心理状況を決める要因

医療法人社団青虎会フジ虎ノ門整形外科病院 山崎 昌子

1-3 術後にベッド上安静となる患者の苦痛につながる要因

医療法人社団青虎会フジ虎ノ門整形外科病院 藤吉 将光

1-4 脳死下臓器摘出術を担当した手術室看護師の思い

-術後に焦点を当てて- 札幌市病院局市立札幌病院 足立 恵太

1-5 患者が手術を受けるときの気持ち

-手術室看護師に求めている思い，手術看護を見直す- JA 岐阜厚生連東濃厚生病院 林 日枝

11：00〜12：00 術前外来プロジェクト全国調査報告

司会：菊地 京子（東京女子医科大学看護学部） 草柳かほる（東京女子医科大学看護学部)

医療施設における術前外来実施状況と手術中止の実態調査と術前外来フローの紹介

公益財団法人倉敷中央病院 山本 千恵

12：15〜13：15 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)

チームで取り組む皮膚トラブル予防 -新術式導入の取り組みと定着- 公益財団法人倉敷中央病院 佐野 早苗

13：30〜14：30 研究発表 第 6 群：チーム医療Ⅰ

座長：下土井久美子（国家公務員共済連合会広島記念病院)

6-1 看護師が抱く手術室・手術看護に対するイメージ調査

-手術看護への理解を目指して- 愛知医科大学病院 分造 建太

6-2 NICU出張手術における手術室看護師と NICU看護師の思い 東京都立大塚病院 秋本沙矢香

6-3 周術期管理センターにおける睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査の現状

奈良県立医科大学附属病院 小走 嘉彦

6-4 超緊急帝王切開術の他職種合同シミュレーションの成果

-対応の定着と時間短縮を目指して- 京都第二赤十字病院 浅田 直美

6-5 グレード A・死戦期帝王切開術シミュレーションの効果 京都大学医学部附属病院 松下 真奈

6-6 超緊急帝王切開の受け入れに対するシミュレーション学習実施報告 信州上田医療センター 柳澤よし美

14：35〜15：35 研究発表 第 8 群：体温管理Ⅰ

座長：吉澤 恵（富山県立中央病院)

8-1 手術室看護師における患者の低体温予防の対応を決める要因

医療法人社団青虎会フジ虎ノ門整形外科病院 岩森瀬理菜

8-2 TAVI 中の体温低下予防についての実態調査 千葉県循環器病センター 山中 美幸
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8-3 全身麻酔下における術中低体温予防に取り組んで

-効果的な体温管理方法を検討して- 社会医療法人母恋日鋼記念病院 黒田 亜希

8-4 術前加温による術中体温への影響 名古屋市立東部医療センター 木村 敦子

8-5 体温管理の標準化を目指した手術室看護師の課題抽出 （株）日立製作所ひたちなか総合病院 飯田 佳子

8-6 整形外科領域手術における入退室時の加温がもたらす体温変動と心理面への効果の検討

一般財団法人甲南会甲南加古川病院 中作 和司

15：40〜16：30 研究発表 第 11 群：体温管理Ⅱ

座長：福島 悦子（鹿児島大学病院)

11-1 全身麻酔手術における術中の体温低下予防

-手術室看護師の取り組みを明らかにする- 医療法人川崎病院 青山 望

11-2 鏡視下前十字靱帯再建術後のシバリングに対するプレウォーミングの予防効果

医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 内堀 香織

11-3 術中腹腔内洗浄液保温具の体温変化に及ぼす影響 近畿大学医学部附属病院 中島 陽子

11-4 腹腔鏡下砕石位手術における温風加温材料の保温効果の比較検討

-チューブタイプとアンダータイプの比較- 市立大津市民病院 松本 悠来

11-5 全身麻酔下で硬膜外麻酔を併用し開腹手術を受けた患者が帰室後シバリングを発生した要因の検討

長野県立こども病院 篠原 朋未

17：00〜17：30 評議員会

第 4会場：RoomC01・02（北館タワー C 8 階) 11 月 3 日（金)

10：00〜10：50 研究発表 第 2 群：看護基礎教育Ⅰ

座長：倉橋 順子（大阪国際がんセンター)

2-1 手術室新人看護師教育における器械出しシミュレーションの効果の検討

国立病院機構長崎医療センター 原 健太朗

2-2 手術センターで新看護体制PNSの要素を導入しての看護師の意識変化

-導入 1ヵ月目と 3ヵ月目のアンケート調査を通して- 国立病院機構長崎医療センター 北島 靖佳

2-3 手術見学実習と手術看護実習の実習生に対する指導内容の相違 岩手医科大学附属病院 千葉智恵美

2-4 心臓血管外科手術に対応するためのシミュレーション学習の評価の差

滋賀医科大学医学部附属病院 三岳 友美

2-5 経尿道的膀胱腫瘍切除術時における手術室看護師の抗がん剤取り扱いに

ついての実態調査と，抗がん剤曝露予防教育（中間報告)

東京医科歯科大学医学部附属病院 鈴木 知美

11：00〜12：00 研究発表 第 4 群：手術室運営，看護管理Ⅰ

座長：高橋 育代（厚生連江南厚生病院)

4-1 手術室看護師のストレス調査 徳島県厚生農業協同組合連合会吉野川医療センター 玉谷 明

4-2 A 病院の中央手術室満足度調査からみえた課題 トヨタ記念病院 田野辺和美

4-3 A 病院手術室のモチベーションの明確化と取り組み

-やる気スイッチを求めて- 済生会長崎病院 川原 美香

4-4 特定行為研修を修了した看護師の大学病院における活動とその展望

滋賀医科大学医学部附属病院 吉田 和寛

4-5 手術室看護師二交替制勤務導入前後の疲労についての比較

-蓄積的疲労徴候インデックスを用いて- 久留米大学病院 吉谷 彩

4-6 平成 28 年熊本地震における手術室運営

-BCP を考慮した災害時手術室運営- 熊本赤十字病院 小林 賢吾
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12：15〜13：15 ランチョンセミナー 4

司会：鈴木 正子（愛知県看護協会)

手術室における多職種連携と医療安全 刈谷豊田総合病院 早川 哲史

13：30〜14：30 研究倫理研修

司会：木村 三香（公立大学法人宮城大学看護学群)

もう一度確かめよう研究倫理 東京大学大学院医学系研究科医療倫理学分野 佐藤 弘之

14：35〜15：35 研究発表 第 9 群：継続教育Ⅰ

座長：酒井 香余（香川県立中央病院)

9-1 学習者支援型教育が実践力にもたらした成果

-手術室における重症不整脈発見時のシミュレーション研修を通じて-

兵庫県立加古川医療センター 杉本 啓介

9-2 手術室看護実践に潜む看護の実践知

-ベテラン看護師の看護観と技- 富山県立中央病院 矢野 正晃

9-3 手術室看護師が行う挿管介助研修

-介助に慣れた看護師が教えることの意味- 医療法人東和会第一東和会病院 前川 祐樹

9-4 手術室における急変対応シミュレーション研修実施時期の検証 群馬県済生会前橋病院 津久井愛佳

9-5 手術室看護師の手術看護に対する看護観からみえた課題 山口県済生会山口総合病院 柚木奈津子

9-6 熟達した器械出し看護師が得た実践知の要素 日本医科大学千葉北総病院 吹野 慎

15：40〜16：30 研究発表 第 12 群：災害対策Ⅰ，継続教育Ⅱ

座長：長谷川友美（福井赤十字病院)

12-1 熊本地震時中規模病院スタッフの経験 熊本整形外科病院 白根 美奈

12-2 手術室業務リーダーの地震発生時における行動指標の検証

-アクションカードを使用した机上シミュレーションの評価- 慶友整形外科病院 川島 真実

12-3 手術室の災害対策マニュアルの開発と避難訓練の実施後の行動変容 近畿大学医学部堺病院 竹村 早紀

12-4 アクションカードを用いた災害シミュレーション後の手術室看護師の意識

鹿児島医療センター 西園 聖八

12-5 「手術看護師クリニカルラダー」の活用状況

-手術看護の評価基準の統一化を目指して- 佐賀大学医学部附属病院 佐藤亜里沙

17：00〜18：00 イブニングセミナー

司会：慶野 和則（前橋赤十字病院)

おもいはひとつ�内視鏡手術の術中トラブルゼロを目指した機器・デバイス管理術

-医師の手となる鉗子に求められる看護師の役割とは- 近畿大学医学部附属病院 今本 治彦

第 5会場：RoomC03・04（北館タワー C 8 階) 11 月 3 日（金)

10：00〜10：50 研究発表 第 3 群：術前看護Ⅰ

座長：秋葉 由美（総合病院国保旭中央病院)

3-1 手術室・ICU・病棟看護師の術前訪問定時化に対する思い 千葉県循環器病センター 横土由美子

3-2 手術看護師が子どもに安心してもらえるように行っているコミュニケーションスキル

-手術室入室の際の関りを中心に- 神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター 田中 磨穂

3-3 術前オリエンテーションを受けた患者のヘルスリテラシーの発揮 岐北厚生病院 鬼頭 澄子

3-4 担当看護師が術前訪問を困難にしている理由 東京歯科大学市川総合病院 岡村亜由子

3-5 患者参加型看護計画を取り入れた術前訪問が全身麻酔をうける患者へ与える影響

公益社団法人地域医療振興協会飯塚市立病院 伊藤あずさ
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11：00〜12：00 研究発表 第 5 群：術後看護

座長：岡林 紀恵（東京医科歯科大学医学部附属病院)

5-1 周手術期看護を評価するための術後カンファレンスの効果と課題 国立病院機構南九州病院 大迫 洋子

5-2 手術室看護師の術後訪問に対する意識の変化に関する研究 金沢大学附属病院 竹村 恵美

5-3 手術室で発生した皮膚トラブルに関する看護師の意識，継続看護の実態調査

-情報共有で病棟での継続した看護につなげる- 川崎市立川崎病院 元 麻李

5-4 術後訪問導入と定着に向けての取り組み 北九州市立医療センター 平山 直美

5-5 継続看護を目指した神経障害共通評価シート導入と課題 長野県立こども病院 前田 奈美

5-6 術後訪問を経験したことによる周術期看護への工夫 市立東大阪医療センター 小林美佑紀

12：15〜13：15 ランチョンセミナー 5

司会：倉藤 晶子（日本医科大学付属病院)

手術看護に必要なノンテクニカルスキル -多職種連携時代の問題解決技術-

メディカルアートディレクター 佐藤 和弘

13：30〜14：30 研究発表 第 7群：安全管理Ⅰ

座長：黒阪佐美代（鳥取県立中央病院)

7-1 手術室看護師が医療事故を防止するための気づきと解釈 元大阪医科大学 小池 美香

7-2 手術室における危機的出血時の対応への取り組み

-対応の統一をめざしたシミュレーション実施の効果- 国立病院機構北海道がんセンター 渡邊 美雪

7-3 器材のピッキングリストとカウント用紙の統合により得られた効果

医療法人社団日高会日高病院 大谷 安代

7-4 WHOが提唱する手術安全チェックリストの導入とその効果 仙台厚生病院 星 良子

7-5 手術安全チェックリストの運用方法改善による効果と課題 金沢医科大学氷見市民病院 高原 早苗

7-6 WHO手術安全チェックリストでの術中タイムアウトを導入して

-体内遺残防止への取り組み- 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 今西 英子

14：35〜15：35 研究発表 第 10 群：その他Ⅰ

座長：我妻 裕子（JCHO仙台病院)

10-1 手術室見学実習における手術室見学実習資料活用の効果

-実習担当者の不安・負担感の軽減効果について- 市立三次中央病院 中井 晋平

10-2 臓器提供時の手術部看護師の不安を知る

-臓器提供経験による比較検討- 香川県立中央病院 川上 照子

10-3 手術室器械出し看護師のストレス対策におけるアロマの有用性 白岡中央総合病院 樫浦 実香

10-4 手術室スタッフのコスト意識調査とコスト削減教育を実施した効果

特定医療法人あかね会土谷総合病院 鳥内 未来

10-5 手術看護の専門性と手術室看護師のモチベーション低下に関する要因 四国大学 栗本佐知子

10-6 緊急手術に携わる手術室看護師の判断と行動 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 小幡 麻衣

15：40〜16：30 研究発表 第 13 群：情報管理Ⅰ，安全管理Ⅱ，感染対策Ⅰ，その他Ⅱ

座長：山本 裕子（北海道大学病院)

13-1 A 病院における脳神経外科覚醒下手術導入に向けての取り組み（第二報)

東京医科歯科大学医学部附属病院 江草 真耶

13-2 外回り看護師の情報把握力水準向上への取り組み

-情報データベースを導入して- 社会医療法人財団池友会新小文字病院 古畑 慧

13-3 白内障手術を受ける患者の苦痛の実態調査 山形市立病院済生館 佐藤 和恵

13-4 手術グローブのピンホール発生状況

-脳神経外科手術症例調査より- 医療法人聖麗会聖麗メモリアル病院 小成 聡

13-5 外回り看護師が行う手指衛生実施の現状 市立福知山市民病院 谷中 克弥



+084-090_NSKG02PU1訂（念）上.mcd  Page 7 17/09/26 18:48  v6.10

ポスター会場 1：RoomC05（北館タワー C 8 階) 11 月 3 日（金)

13：30〜14：15 示説Ⅰ：チーム医療Ⅰ，他

座長：青野 愛里（高知大学医学部附属病院)

P Ⅰ-1 手術前訪問内容の見直しと定時化の成果 千葉県循環器病センター 鈴木 光美

P Ⅰ-2 ポジティブ・マネジメントによる安全な手術環境の構築

-適切な備品管理に向けての取り組み- 静岡赤十字病院 下山 美穂

P Ⅰ-3 術前オリエンテーションに DVDを使用した効果

-DVD視聴後に術前訪問を実施して- 東京都保健医療公社多摩南部地域病院 池村 雄作

P Ⅰ-4 手術に関わる医師と看護師の体内異物残存防止に対する認識調査 獨協医科大学病院 束原 照枝

P Ⅰ-5 A 病棟での周術期看護に関する勉強会・手術見学実施後の術前・

術後ケア充実への試み 大阪市立大学医学部附属病院 田中 李奈

P Ⅰ-6 部屋準備チェックリストを使用した外回り看護

-インシデントの減少を目指して- あんしん病院 田中 一枝

P Ⅰ-7 眼科手術における患者移送についての業務分析 パナソニック健康保険組合松下記念病院 山口恵理香

P Ⅰ-8 ソーダライム 2 剤の比較と使用経験 パナソニック健康保険組合松下記念病院 鳥居佳奈子

P Ⅰ-9 硬膜外麻酔時における姿勢維持クッションの有用性に関する検討

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 坂巻輝代美

14：20〜15：05 示説Ⅱ：継続教育，術後看護

座長：山内 洋美（松山赤十字病院)

P Ⅱ-1 A 病院手術センターのリーダー業務に必要とされる

リーダーシップ行動項目とコンピテンシー JA 愛知厚生連海南病院 鈴木 慎治

P Ⅱ-2 手術室看護師の看護学生への実習指導に対するとまどい 山形県立中央病院 木村 和義

P Ⅱ-3 ダヴィンチ手術導入における看護の標準化への取り組み 佐賀大学医学部附属病院 脇山龍太郎

P Ⅱ-4 A 病院における術後訪問拡張への取り組み 神戸大学医学部附属病院 小嶋 里枝

P Ⅱ-5 術後訪問導入の振り返りから見えたこと 大崎市民病院 佐々木佳奈恵

P Ⅱ-6 「手術手順」を最新の情報に保ち活用し続けるための要素 藍野大学短期大学部 田中 裕樹

P Ⅱ-7 術後訪問の定着化に向けた取り組み 医療法人光晴会病院 山下 千晶

P Ⅱ-8 手術室の新人・異動者・中途入職者の教育体制の検討 潤和会記念病院 児玉みゆき

P Ⅱ-9 がん患者の術後訪問におけるコミュニケーションの傾向 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 須貝明紗美

ポスター会場 2：RoomC07（北館タワー C 8 階) 11 月 3 日（金)

15：05〜15：50 示説Ⅲ：看護基礎教育，他

座長：小野由美子（仙台市立病院)

P Ⅲ-1 手術室新人看護師教育体制への取り組み

-スタッフの役割認識と困難感を明らかにする- 医療法人社団日本鋼管福山病院 藤井 千恵

P Ⅲ-2 A 病院手術室看護師の術後訪問に対する意識調査 岩手県立胆沢病院 照井 聡美

P Ⅲ-3 術後訪問における促進因子と阻害因子の調査 国立病院機構東広島医療センター 寺西 礼

P Ⅲ-4 手術を受ける小児に対するプレパレーションの効果と課題

地方独立行政法人大牟田市立病院 酒見 杏美

P Ⅲ-5 外来手術を受ける患者の不安軽減を試みて

-術前説明用紙の有効性- 市立千歳市民病院 奥野 靖子

P Ⅲ-6 安全・安楽な手術体位固定への取り組み

-チェックリストの使用効果- 医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 岩崎 孝弘

P Ⅲ-7 看護基礎教育における手術室実習の実態調査 昭和大学 大滝 周

P Ⅲ-8 手術見学セミナーを通じて変化した手術室イメージ 昭和大学 大滝 周

P Ⅲ-9 学習スタイルのタイプ別分類を使用した新人教育の取り組み 山口県済生会下関総合病院 伊藤沙由理
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PⅢ-10 A 病院手術室が抱える超緊急帝王切開術の問題点の明確化

-超緊急帝王切開術のフローシートの作成を目指して- 国立病院機構福山医療センター 三島あかね

15：55〜16：40 示説Ⅳ：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策

座長：藤本 陽子（兵庫医科大学ささやま医療センター)

P Ⅳ-1 側彎症後方矯正固定術を受ける患者の前胸部に手を挿入することによる除圧方法の検討

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 遠藤 佳奈

P Ⅳ-2 脊椎後方手術における腹臥位時顔面部の皮膚障害予防対策の効果

-多層構造のポリウレタンフォームドレッシング材による保護の有効性-

労働者健康安全機構総合せき損センター 松尾 優子

P Ⅳ-3 腹腔鏡下腎臓全摘出術を受ける高度肥満患者への体位工夫を実施した一例 市立長浜病院 平井 義一

P Ⅳ-4 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（第 2 報)

金沢大学附属病院 川島 愛

P Ⅳ-5 A 病院における心臓・大血管手術患者の褥瘡発生状況とその要因 愛知医科大学病院 市川 昌樹

P Ⅳ-6 経鼻挿管の鼻孔縁褥瘡予防に対する「器具による肌ストレス対策用ドレッシング」の

安全な貼用方法の検討 東京都立大塚病院 深水 和子

P Ⅳ-7 開心術における術式別皮膚障害発生率および発生要因の検討

公益財団法人心臓血管研究所付属病院 今水流彩乃

P Ⅳ-8 頭低位手術における肩峰の体圧測定と体圧分散の検討

-ソフトナース®とピュアフィックス®を使用して- 福岡市立病院機構福岡市民病院 井手理栄子

P Ⅳ-9 脊椎腹臥位手術における褥瘡発生予防の取り組み 高知医療センター 門田 紗季
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第�日目 プログラム

第 1会場：ホールA・b1（北館地下 2階) 11 月 4 日（土)

9：00〜10：40 教育セミナー

認定看護師による術後のフィジカルアセスメントを考える

-患者を守る看護の力を身につけよう-

司会：中村 泰大（京都中部総合医療センター） 野瀬 珠美（大阪市立総合医療センター)

パネリスト：木下由香里（大阪市立総合医療センター） 濱崎 弘子（西宮市立中央病院)

福嶌 忍（加古川中央市民病院）

解説：奥谷 龍（大阪市立総合医療センター麻酔科）

近畿地区手術看護認定看護師会

10：45〜11：40 教育講演Ⅳ

司会：濱田 正美（九州大学病院看護部)

手術室看護師に求められる看護実践能力の核

-看護師のクリニカルラダー（JNAラダー）の活用- 公益社団法人日本看護協会常任理事 川本利恵子

12：30〜13：30 ランチョンセミナー 6

司会：渋谷 豊克（医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院)

ひな壇芸人から学ぶ！究極の情報伝達術 Wマコト（中山 真・中原 誠)

13：40〜14：40 トピックスⅡ

司会：四宮 聡（箕面市立病院チーム医療推進部)

海外と比較する日本の手術部位感染の現状 山形大学医学部附属病院検査部・感染制御部 森兼 啓太

14：45〜16：20 シンポジウムⅡ：多様化する周術期における認定看護師の役割

司会：福山 麻里（奈良県立医科大学附属病院） 山内 英樹（国際医療福祉大学成田看護学部成人看護学)

SⅡ-1．認知症をもつ患者の周術期における看護 総合病院浅香山病院 川﨑恵理子

SⅡ-2．多様化する周術期における認定看護師の役割

北播磨総合医療センター看護キャリア開発支援室 髙原 昭

SⅡ-3．周術期における摂食嚥下障害看護認定看護師の役割 奈良県立医科大学附属病院 長谷川陽子

SⅡ-4．皮膚・排泄ケア認定看護師の活動を通して周術期ケアを考える

がん・感染症センター都立駒込病院患者サポートセンター 佐々木尚美

16：20〜16：30 閉会式

第 32 回年次大会案内・次期大会長挨拶 日本手術看護学会関東甲信越地区会長 横田富美子

16：30〜 閉会の辞

日本手術看護学会近畿地区副会長 小木 裕子

第 2会場：ホール C・b2（北館地下 2階) 11 月 4 日（土)

9：00〜9：50 看護実践セミナーⅠ

司会：大林 幸恵（労働者健康安全機構山口労災病院)

手術看護実践とケアリング

-あなたの実践は�ケア�になっていますか？- 公立大学法人宮城大学看護学群 木村 三香

9：55〜10：45 看護実践セミナーⅡ

司会：赤眞 絵美（日本赤十字社和歌山医療センター)

手術中の火災対策 紀南病院麻酔科 上農 喜朗
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10：50〜11：40 研究発表 第 18 群：災害対策Ⅱ

座長：一法師久美子（九州大学病院)

18-1 手術室における災害時対応力向上を目指した机上訓練に対するスタッフの意識

JCHO仙台病院 畠山 宏美

18-2 災害時のリーダーの確実な情報整理に向けて

-インフォメーションボードの作成- 社会医療法人平成記念病院 松本 卓也

18-3 手術室における災害訓練から見えてきたもの

-4年間の訓練後アンケートを通じて- 済生会川口総合病院 紫葉 彩香

18-4 手術室看護師におけるアクションカードを用いた地震災害図上訓練の効果 徳島赤十字病院 大谷 将太

18-5 熊本地震を経験した手術室の災害対策

-看護師への不安調査から見えてきたこと- 熊本医療センター 古閑 詩織

12：30〜13：30 ランチョンセミナー 7

司会：佐々木 毅（東京大学医学部・大学院医学系研究科人体病理学・病理診断学分野)

手袋による皮膚障害

-加硫促進剤による接触皮膚炎を見逃していませんか？- ながたクりニック皮膚科 伊藤 明子

13：40〜14：30 トピックスⅢ

司会：三枝 典子（前橋赤十字病院)

「手術看護業務基準」の活用について 日本手術看護学会基準・手順委員会 倉藤 晶子

14：35〜15：25 トピックスⅣ

司会：芳賀真理子（北海道大学病院)

手術看護の質の評価 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

15：30〜16：20 研究発表 第 28 群：感染対策Ⅱ

座長：北原 佳典（和歌山県立医科大学附属病院)

28-1 消化器外科手術におけるSSI 発生予防の取り組み

-閉創用器械セットと皮下洗浄の内容改善，使用基準の統一- 仙台オープン病院 鈴木 彩花

28-2 腹腔鏡下膣式子宮全摘術における消毒方法とSSIに関する調査研究

東海大学医学部付属八王子病院 工藤 幸枝

28-3 手術時手洗いにおける適切な水温の確立に向けて

-水温別の手術室看護師の知覚および細菌数調査からの検討- 水戸医療センター 金澤 高広

28-4 外回り看護師の出血量測定における上肢への血液飛散の有無 山形大学医学部附属病院 丸田 芳人

28-5 二重手袋の有用性について トヨタ記念病院 村松 愛美

第 3会場：ルーム 1・2・3（北館地下 2階) 11 月 4 日（土)

9：00〜9：50 研究発表 第 14群：チーム医療Ⅱ

座長：内田 順子（佐賀大学医学部附属病院)

14-1 高度肥満患者に対する患者参画型の術前多職種カンファレンスの有用性

広島市立病院機構広島市立広島市民病院 上林菜々江

14-2 術前炭水化物摂取の導入への取り組み 東京都保健医療公社東部地域病院 海野 友紀

14-3 手術室看護師への期待 -医師へのインタビュー結果から- 榛原総合病院 金子 拓未

14-4 周術期外来における他科コンサルテーション・他部門相談の実態

南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 大谷 京美

14-5 手術室の安全の質向上を目指して -目的別チーム体制の立ち上げ- 中電病院 畠山 文香
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9：55〜10：45 研究発表 第 16群：チーム医療Ⅲ，看護倫理

座長：浅井 貴子（JA北海道厚生連札幌厚生病院)

16-1 手術室看護師のオンコール帯にある倫理的問題 社会医療法人財団白十字会白十字病院 松下友梨恵

16-2 麻酔科における診療看護師の実践と役割 愛知医科大学病院 森 一直

16-3 手術看護倫理事例検討シートを導入した倫理カンファレンスの効果と今後の課題

千葉県こども病院 髙橋 紫

16-4 多職種による術前カンファレンスの効果 -質問紙調査の結果から-

社会医療法人小寺会佐伯中央病院 加藤 慶子

16-5 看護者の倫理綱領に関わる手術室看護師の実践の現状

-看護者の倫理綱領条文 1，条文 2 に着目して- 前橋赤十字病院 高橋 昭彦

16-6 DCSにおける具体的なカウント方法と体内遺残防止のための取り組み 京都第二赤十字病院 石川 沙和

10：50〜11：30 研究発表 第 19群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅰ

座長：井上 達嘉（宮城県立こども病院)

19-1 頭低位砕石位での異なる体位固定法における体圧の比較 石川県立中央病院 橋本 修平

19-2 全身麻酔手術における非観血式自動血圧測定部位の皮下出血発生要因の検討 福井県立病院 三村 利佳

19-3 脊椎 4 点支持器における皮膚障害予防のための皮膚保護材の比較 岐阜県総合医療センター 岡田 光弘

19-4 手術時側臥位固定のための体圧分散用具の検討 岐阜大学医学部附属病院 中野由希子

11：45〜12：15 総会

12：30〜13：30 ランチョンセミナー 8

司会：大浦 泰代（和歌山県立医科大学附属病院)

手術部位感染と患者安全，看護師の私 -ヒューマンファクタについて考える-

北海道医療大学看護福祉学部臨床看護学講座 塚本 容子

13：40〜14：30 研究発表 第 22群：安全管理Ⅲ

座長：難波由美子（岡山大学病院)

22-1 業者貸し出し器械を安全に患者に提供するための取り組み 東北大学病院 渡辺奈保子

22-2 手術安全チェックリスト導入後 3 年目の現状から見えた課題 山口県立総合医療センター 長岡由紀恵

22-3 ラテックスアレルギーについて手術室看護師の知識統一を目指す 半田市立半田病院 斉藤 清美

22-4 ガーゼの体内遺残防止に向けた取り組み 中国電力株式会社中電病院 鶴井 徳子

22-5 超緊急帝王切開術対応への取り組み -シミュレーション教育の評価- 盛岡赤十字病院 赤川 理佳

14：35〜15：25 研究発表 第 25群：安全管理Ⅳ

座長：後藤 紀久（岐阜大学医学部附属病院)

25-1 ロボット支援内視鏡下前立腺摘出術において灌流指標を用いた観察が

下肢の循環障害の早期発見につながった 1 症例 市立釧路総合病院 泉 知明

25-2 口腔ケアが術後口渇感に与える影響 医療法人清仁会洛西シミズ病院 南井 裕美

25-3 A 病院における器械カウントの改訂による効果と課題 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 田口 知世

25-4 全身麻酔導入時，気管内挿管，胃管挿入において AWSを用いて連続して

行うことは，麻酔導入時間を短縮し手技の迅速性，安全性を高める

社会医療法人小寺会佐伯中央病院 塩月 成則

25-5 全身麻酔下，腹臥位手術において，運動誘発電位（MEP）施行のための麻酔導入後

早期筋弛緩リバース症例における舌咬傷予防のためのバイトブロック固定法に関する検討

社会医療法人小寺会佐伯中央病院 塩月 成則

25-6 GradeA（超緊急帝王切開術）の対応に関する考察

-全員が同じ対応ができるには- 大垣市民病院 北野美由紀
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15：30〜16：20 研究発表 第 29群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅳ

座長：岡田 貴枝（昭和大学藤が丘病院)

29-1 心臓血管外科手術終了時に前胸部の表皮剝離を起こす要因

公益財団法人心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 橋本 亜美

29-2 レビテーター®使用時の腹腔鏡下砕石位手術における下肢の肢位及び関節角度と

術後障害の関連 北海道大学病院 白木 拓己

29-3 A 病院手術センターにおける術中皮膚障害発生状況と要因 仙台市立病院 鈴木 直子

29-4 内視鏡外科手術のポジショニングにおける手術看護師の実践

-神経損傷予防に焦点をあてて- 日本赤十字広島看護大学 横山 奈未

29-5 低身長女性患者の術中褥瘡予防

-マット選択と体圧分散に焦点をあてて- 公益財団法人天理よろづ相談所病院 中尾 和世

第 4会場：RoomC01・02（北館タワー C 8階) 11 月 4 日（土)

9：00〜9：50 研究発表 第 15群：手術室運営，看護管理Ⅱ

座長：赤間美恵子（労働者健康安全機構東北労災病院)

15-1 看護師経験年数と手術部経験年数による職務満足の違い

-中国・四国地区の大学病院に勤務する手術部看護師の実態- 高知大学医学部附属病院 西川 嵩造

15-2 A 病院術後回復室看護の主観的評価

-7つの能力を検討する- 岡山大学病院 太田 美穂

15-3 大学病院の専門領域に勤務する看護師のワークエンゲイジメントに影響する要因

日本医科大学付属病院 宮本 里穂

15-4 手術看護認定看護師の仕事に対するモチベーションの維持・向上

-インタビュー調査をもとに- 新潟医療福祉大学 平野 宏美

15-5 緊急手術の呼び出しを受けてから病院到着までに手術室看護師が考えること 富山赤十字病院 竹中小百合

9：55〜10：45 研究発表 第 17 群：手術室運営，看護管理Ⅲ

座長：真野 敏夫（札幌医科大学附属病院)

17-1 中堅手術室看護師における職務満足度の低下に及ぼす要因 国際医療福祉大学 武田 彩子

17-2 術後回復室の運用について 岡山大学病院 杉村 俊一

17-3 手術室看護師の PNSに対する認識と行動の変化

-PNS導入初年度の調査から- 滋賀医科大学医学部附属病院 野村 愛実

17-4 腹腔鏡下胆のう摘出術における収支の比較調査 一般財団法人博慈会記念総合病院 鳥井 桃子

17-5 手術件数増加を目的とした眼科病棟での局所麻酔下眼科専用手術室開設に関する取り組みとその効果

-病棟看護師による局所麻酔下眼科手術介助に向けた手術室研修と業務共有-

大阪市立大学医学部附属病院 武隈 直美

10：50〜11：40 研究発表 第 20群：術前看護Ⅱ

座長：軍司 希（東北大学病院)

20-1 食道がん患者における術前の心配事とその影響要因 がん・感染症センター都立駒込病院 泰樂 瑠美

20-2 術前訪問から術前外来へ移行したことによる効果の検証 さいたま赤十字病院 渡辺由紀子

20-3 病棟勤務経験のない手術室看護師の術前訪問

-手術前・後の知識及びロールモデルの提供による変化- 群馬県済生会前橋病院 角田 優香

20-4 インタビュー調査からわかった壮年期女性患者が手術室入室直前に抱く気持ち

総合病院国保旭中央病院 飯嶋 麻衣

20-5 口腔内合併症予防のための術前訪問シートの再構築 獨協医科大学病院 永島 恵子

12：30〜13：30 ランチョンセミナー 9

司会：本間 美恵（北海道大学病院看護部)

手術室における医療安全対策と実践 信州大学医学部麻酔蘇生学教室 川真田樹人
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13：40〜14：30 研究発表 第 23群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅱ

座長：岩本 理恵（松江市立病院)

23-1 脊椎後方手術時の皮膚障害予防に対する外回り看護師が抱く悩み 日本赤十字社長崎原爆病院 松尾 翔太

23-2 脳神経外科手術における術中褥瘡予防対策と今後の課題

-術者と皮膚・排泄ケア認定看護師との協働による取り組み- 岩手県立中央病院 臼井 綾子

23-3 シリコンベース皮膚被膜剤を使用したポビドンヨード誘発性皮膚障害の予防策の検討

国家公務員共済組合連合会東北公済病院 佐藤 希

23-4 肩関節領域のビーチチェア位手術における臀部にかかる圧力の特徴

公益財団法人倉敷中央病院 北山奈緒美

23-5 頭低位による頭部皮膚障害予防対策への取り組み 済生会滋賀県病院 今村 和泉

14：35〜15：25 研究発表 第 26群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅲ

座長：村田てるよ（三重大学医学部附属病院)

26-1 陰圧式固定具を使用し頭低位をとった際の体圧変化 国立病院機構敦賀医療センター 杉田 朋美

26-2 血圧測定による皮下出血予防への皮膚保護材の有用性 岩手県立釜石病院 石塚 由佳

26-3 手術室における医療関連機器圧迫創傷発生の実態調査 大分大学医学部附属病院 金子 美紀

26-4 脊椎後方手術における四点支持器による褥瘡の予防に対する取り組み

㈱日立製作所日立総合病院 丹能 俊二

26-5 ロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺全摘除術における砕石位手術体位による

褥瘡を生じる要因の検証 旭川医科大学病院 真下 祐太

15：30〜16：20 研究発表 第 30群：継続教育Ⅴ

座長：渡部みずほ（越谷市立病院)

30-1 「脳動脈瘤クリッピング術の器械台作成」の映像教材の有効性 旭川赤十字病院 村住 英也

30-2 エキスパート看護師の器械出し看護における実践的知識 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 柴田亜希子

30-3 整形外科手術の器械出し看護師への動画を用いた指導の有効性 大垣市民病院 内藤 友恵

30-4 手術室看護師の教育と手術看護実践能力の全国実態調査 久留米大学 宮本いずみ

30-5 手術室看護師の手術看護実践を高める教育とその因果構造 久留米大学 宮本いずみ

第 5会場：RoomC03・04（北館タワー C 8階) 11 月 4 日（土)

9：00〜10：00 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） 倉橋 順子（大阪国際がんセンター)

1．研修の学びを生かして -診療科リーダーとしての取り組み- 東京医科歯科大学医学部附属病院 江草 真耶

2．針刺し事故防止対策の改善 -手術室への配属が初めての看護師に焦点を当てて- 東京逓信病院 田中 由加

3．針刺し事例予防のための取り組み 大阪警察病院 溝端 好美

4．インシデントレポート提出数の増加に向けて 福井県立病院 高橋 美帆

5．問題解決技法を用いた業務改善の取り組み

-コスト請求漏れ減少を目指して- 北摂総合病院 若杉由佳理

10：00〜11：00 手術看護管理研修受講者報告会

司会：松野 修一（産業医科大学病院） 横溝 宗子（北里大学病院)

1．術前外来実施に向けての取り組み 前橋赤十字病院 星野 理恵

2．手術室看護師の新人教育における取り組み 国民健康保険小松市民病院 本田 紀子

3．手術室看護師のキャリア育成

-ステップアップ表を用いてキャリアの可視化に取り組む- トヨタ記念病院 田野辺和美

4．地域専門病院における実践的な看護評価にむけて -クリニカルラダーを用いた症例検討

社会医療法人寿会富永病院 伹田慎太郎

5．分野別ラダーチェックリスト改訂への取り組み 香川県立中央病院 片岡布美子
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11：00〜11：40 研究発表 第 21群：心理的支援Ⅱ

座長：山本 愛依（金沢大学附属病院)

21-1 脳外科手術待機患者家族に対する術中訪問の有効性の検討 秋田県立脳血管研究センター 髙橋美沙都

21-2 手術終了を待つ患者家族への術中訪問の評価 久留米大学医療センター 具志 百恵

21-3 手術予定時間延長時における家族支援の現状 三豊総合病院 橋田 祐弥

21-4 羞恥心への配慮の検討 -男性患者への意識調査を通して- 中東遠総合医療センター 村越 紗耶

12：30〜13：30 ランチョンセミナー 10

司会：望月美記代（滋賀医科大学医学部附属病院)

よくわかるラテックスアレルギー

-なぜパウダー付手袋が禁止になったのか？- みつはたペインクリニック 光畑 裕正

13：40〜14：30 研究発表 第 24群：継続教育Ⅲ

座長：手塚 信裕（徳島大学病院)

24-1 手術室ラダーを活用した A病院手術室における臨床実践能力の実態調査

-効果的な教育計画立案に向けて-（第一報) 関西ろうさい病院 岡 妙子

24-2 手術室ラダーを活用した A病院手術室における臨床実践能力の実態調査

-手術室ラダー評価結果を反映させた教育計画の効果についての検討-（第二報)

関西ろうさい病院 渦原 晋子

24-3 シミュレーション教育に沿った眼科ウェットラボを体験した

手術室看護師の器械出しの理解度と自己効力感への効果 山口大学医学部附属病院 峯 真奈美

24-4 手術室における 2人体制での新入職者育成に関する結果と課題

-新入職者・育成担当者のインタビューからみえてきたもの-

医療法人財団明理会東戸塚記念病院 小山内節子

24-5 吸引式体位固定具ハグユーバック®使用による体位固定の理解度調査

一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 猪俣 容子

14：35〜15：25 研究発表 第 27 群：継続教育Ⅳ

座長：中村 泰江（浜松医科大学医学部附属病院)

27-1 腹腔鏡手術器械出し看護業務における動画教材有用性の検討 千葉大学医学部附属病院 横山 裕一

27-2 KYT教育の方向性 市立旭川病院 中島 祥子

27-3 新人リーダーに必要な教育的支援 高知大学医学部附属病院 片岡 照博

27-4 看護問題や目標を共有することを目的とした術前カンファレンス実施への取り組み

盛岡赤十字病院 高橋 尚子

27-5 特定行為研修は手術看護を変えられるか

-特定行為研修の実際と手術看護師からの視座- 滋賀医科大学看護師特定行為研修センター 中井 智子

ポスター会場 1：RoomC05（北館タワー C 8 階) 11 月 4 日（土)

9：55〜10：35 示説Ⅴ：チーム医療Ⅱ，他

座長：久保田智美（宮崎大学医学部附属病院)

P Ⅴ-1 腹腔鏡補助下大腸切除術でのマジックベッドを使用した体位固定の検討

労働者健康安全機構中国労災病院 水本美由樹

P Ⅴ-2 外来・病棟看護師と手術室看護師が必要とする周術期の患者情報の相違 長野赤十字病院 大内真理子

P Ⅴ-3 腰椎手術時の腹臥位体位における効果的な皮膚保護の検討 公立学校共済組合東北中央病院 西塚 由紀

P Ⅴ-4 人工膝関節手術後の深部静脈血栓症の特徴と予防について まつもと医療センター 後藤 由香

P Ⅴ-5 手術室看護師の小児麻酔に対する思い

-母子同伴入室・術前訪問マニュアル導入による思いの変化- 諏訪赤十字病院 佐藤 美佳

P Ⅴ-6 10％ポピドンヨード液使用による術後接触性皮膚炎及び皮膚の変色に対する実態調査

広島大学病院 川野 杏奈
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PⅤ-7 前十字靱帯再建術における体温低下を軽減するためのドレーピング方法の検討

岩手医科大学附属花巻温泉病院 佐々木暁人

P Ⅴ-8 看護職者のラテックスアレルギーに対する認知度と発生予防対策の現状

SUBARU健康保険組合太田記念病院 大川 舞子

10：40〜11：20 示説Ⅵ：安全管理，感染対策

座長：佐藤こずえ（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院)

P Ⅵ-1 A 病院手術センター看護師の針刺し・切創発生の要因分析 JA愛知厚生連海南病院 鈴木 慎治

P Ⅵ-2 手術室での手指消毒実施率向上に向けた取り組み -ウェストポーチを導入して-

聖路加国際病院 齋藤 洋平

P Ⅵ-3 手術直前に器械出し・外回り看護師がミニカンファレンスを導入した効果

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 安丸 一重

P Ⅵ-4 脳神経外科手術における，X線造影材糸つき止血綿布カウント用具の作成と評価

国民健康保険小松市民病院 銭丸 歩美

P Ⅵ-5 A 病院における手術用手袋の術後穿孔状況調査 さぬき市民病院 井原 由弘

P Ⅵ-6 表層手術部位感染対策への取り組み 公立松任石川中央病院 崎田みどり

P Ⅵ-7 尿道カテーテル留置ベストプラクティスを使用した手術室看護師の手指衛生に対する意識調査

愛知医科大学病院 徳田 浩一

ポスター会場 2：RoomC07（北館タワー C 8階) 11 月 4 日（土)

13：40〜14：25 示説Ⅶ：災害対策

座長：垣地 幸枝（石川県立中央病院)

P Ⅶ-1 手術室看護師の災害対策に対する課題 長野県立信州医療センター 駒村 綾子

P Ⅶ-2 医療チームで火災訓練を行うことの意義 名古屋市立東部医療センター 山内 沙織

P Ⅶ-3 地震・津波時の避難訓練におけるアクションカードの有効性 宮崎市郡医師会病院 田口 洋子

P Ⅶ-4 3 部署合同避難訓練への取り組み

-他部署・多職種を巻き込んで- 兵庫県立がんセンター 竹谷都史子

P Ⅶ-5 手術室 12 室中 10 室を使用した地震災害訓練の成果 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 松本 幸夫

P Ⅶ-6 手術室の災害時対応へのはたらきかけ

-災害想定訓練を通じて- 東京都保健医療公社多摩北部医療センター 藤井 大介

P Ⅶ-7 手術室看護師の防災意識の高揚と，安全な避難へ向けての取り組み

医療法人沖縄徳洲会・中部徳洲会病院 長田 志織

14：30〜15：15 示説Ⅷ：その他

座長：中西 恵子（広島市立広島市民病院)

P Ⅷ-1 腹腔鏡下肝切除に対する体位固定における取り組みの成果

-マニュアル作成と勉強会の実践前後の比較-

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 金沢 静香

P Ⅷ-2 夫が立ち会った帝王切開手術患者の想いの内容と関連 南生協病院 川上 將

P Ⅷ-3 統一された術前準備を目指した緊急帝王切開術の部屋準備チェックリストの改善と評価

大阪市民病院機構大阪市立住吉市民病院 森島ひふみ

P Ⅷ-4 リフレッシュ洗浄剤（Sクリーン CLA®）使用サイクルの検討

一般財団法人大阪府結核予防会大阪病院 山本 真弓

P Ⅷ-5 手術室におけるチーム制導入による効果 那須赤十字病院 笠井まどか

P Ⅷ-6 器械出し看護におけるやりがい 深谷赤十字病院 宇都 梢

P Ⅷ-7 taTMEにおける腹部・会陰部同時操作の看護の工夫

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 本間 和美

P Ⅷ-8 術中待機する患者家族が期待する手術情報提供のタイミング 岩手県立中部病院 和賀 治子

P Ⅷ-9 局所麻酔手術で術中疼痛評価を行ったことによって得られた効果

-客観的疼痛スケール OPSを使用して- 岡村記念病院 阪口 智子




