
第 34 回日本手術看護学会年次大会プログラム

2020 年 11 月 6 日（金）12：00〜19 日（木）17：00 オンデマンド配信

ご挨拶

■大会長挨拶

日本手術看護学会北陸地区会長 石田 静恵

■理事長挨拶

日本手術看護学会理事長 石橋まゆみ

特別演題

■招待講演

アメリカにおける手術室看護師の役割と専門性 元 クイーンズメディカルセンター 地主（シントロン) 仁美

■特別講演

手術室の中での多様性を活かす組織マネジメント 京都大学大学院医学研究科 任 和子

■大会長講演

手術室運営を効率的に行うための多職種との協働 富山県済生会高岡病院 石田 静恵

■教育講演Ⅰ

手術室での新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 渋谷 豊克

■教育講演Ⅱ

手術部位感染予防におけるガイドラインと実践 市立豊中病院 清水 潤三

■教育講演Ⅲ

チーム医療を円滑に進めるためのヒューマンスキル基礎力 株式会社ハートデザイン 中村 清美

■教育講演Ⅳ

低侵襲治療が進む中での周術期における安全管理対策

―医療事故情報収集等事業に報告された内視鏡手術の事例―

公益財団法人日本医療機能評価機構 井上 純子

■トピックスⅠ

術中麻酔管理特定行為研修制度開始により手術室看護師に期待すること

滋賀医科大学看護師特定行為研修センター 北川 裕利

■トピックスⅡ

手術室看護師のラテックスアレルギーおよび手荒れ対策 藤田医科大学ばんたね病院 矢上 晶子

■トピックスⅢ

JONA災害情報システムの運用について 日本手術看護学会安全管理委員会 松本 亜矢

■トピックスⅣ

器械出し看護業務及び清潔野補助業務に係る教育構築プロジェクトの活動報告

日本手術看護学会学会あり方委員会 古島 幸江



■トピックスⅤ

改訂版 手術室看護師のクリニカルラダーの概要と活用について

日本手術看護学会クリニカルラダープロジェクト 佐藤 澄子

■トピックスⅥ

手術看護の質評価の今後の展望 日本手術看護学会質の評価プロジェクト 木村 三香

真野 敏夫（札幌医科大学附属病院） 斉藤 美香（盛岡赤十字病院）

■シンポジウムⅠ 特定行為研修制度の中における周術期医療の未来

司会：山本 千恵（公益財団法人倉敷中央病院）

SⅠ-1．「医師の働き方改革」と特定行為パッケージ ―日本麻酔科学会が考える周術期管理研修―

群馬大学大学院医学系研究科麻酔神経科学分野 齋藤 繁

SⅠ-2．特定行為研修制度の中における周術期医療の未来

―手術部管理者の立場から― 福井大学医学部附属病院手術部 小久保安朗

SⅠ-3．特定行為研修制度の活用と看護師の働き方 公益社団法人日本看護協会 荒木 暁子

SⅠ-4．特定行為研修制度の中における周術期医療の未来 ―看護管理者の立場から考えること―

長野赤十字病院 ミルズしげ子

SⅠ-5．麻酔領域における特定看護師の役割

―今後の展望と課題 実践者の立場から― 滋賀医科大学麻酔科 山下 祐貴

■シンポジウムⅡ 周術期管理チームに必要な多職種連携と看護記録

司会：後藤 紀久（岐阜大学医学部附属病院）

SⅡ-1．周術期管理チームに必要な多職種連携と記録について

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

SⅡ-2．周術期における多職種連携と記録 ―継続した支援の提供を目指して―

岩手医科大学附属病院周術期サポートセンター 島崎由希子

SⅡ-3．円滑な多職種協働に資する手術看護記録とは やわたメディカルセンター 中島和香子

SⅡ-4．周術期管理チームにおける理学療法士としての情報共有と記録

岡山大学病院総合リハビリテーション部 福田 智美

SⅡ-5．術前からの栄養障害を見逃さず，入院後につなげるために 倉敷中央病院栄養治療部 高瀬 綾子

■シンポジウムⅢ 手術室におけるワークライフバランス

司会：佐藤 裕子（東北大学病院）

SⅢ-1．手術室で働き続けられる勤務体制への取り組み 社会医療法人愛仁会明石医療センター 杉田扶希子

SⅢ-2．育児短時間勤務から始まった手術室看護 金沢大学附属病院 松田 久美

SⅢ-3．私のワークライフバランス 富山県済生会高岡病院 木元 礼子

SⅢ-4．手術室看護師として働き続けることの喜び 愛媛十全医療学院附属病院 栗田 衛

■教育セミナー

手術室で行う新型コロナウイルス対策

―「手術室での新型コロナウイルス感染症対策ガイド」に沿っての実際― 公立能登総合病院 北原 雅恵

■研究倫理研修

司会：木村 三香（日本手術看護学会倫理審査委員会）

倫理性と科学性を担保する研究計画書の書き方 ―研究倫理審査申請時のポイントその 2―

中村 裕美・坂本 文子（日本手術看護学会研究倫理審査委員会）

蒔田 覚（蒔田法律事務所） 佐藤 弘之（東京大学大学院医学系研究科医療倫理学分野）

酒井美絵子（武蔵野大学看護学部） 菊地 京子（元東京女子医科大学認定看護師教育センター）

蒲原 一夫（株式会社東京医学社）



各種報告会

■中堅者教育研修受講者報告会

�．2〜3 年目看護師が学生指導を行い，やりがいや成長を自覚できるための働きかけ

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 鴨井和歌子

�．器械準備時間短縮に向けた取り組み 熊本赤十字病院 山室 縁

�．A病院における術前訪問導入に向けた取り組み

―問題解決技法，ロジックツリーMECE分析を用いて― 公益財団法人丹後中央病院 中川 侑記

�．手術室における災害訓練の実際 ―アクションカードの作成と導入― 福井県立病院 岩本 裕子

�．術前・術後訪問実施定着への取り組み ―勉強会を取り入れた意識改革― 大津赤十字病院 岩﨑 昌美

■手術看護管理研修受講者報告会

�．自立した看護師の育成に向けた取り組み 東京医科歯科大学医学部附属病院 山﨑 睦子

�．開心術の教育に対する取り組み 明理会中央総合病院 安西 桂子

�．手術看護職員の学習意欲向上への取り組み 国民健康保険小松市民病院 宮本 雅美

�．手術安全チェックリスト遵守率向上を目指して 順天堂大学附属静岡病院 藤本ゆうこ

�．診療科別エキスパート看護師の継続的育成にむけた取り組み 砂川市立病院 江﨑夕香里

�．手術前・手術後訪問率向上への取り組み 独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院 朝倉 由紀

	．周術期皮膚障害・神経障害予防のための総合的分析評価及び取り組みの報告と

教育的介入の振り返り 国立がん研究センター中央病院 輕部 幸子

■手術看護実践指導看護師活動報告会

日本手術看護学会学会認定制度委員会

�．JONAⅢの活動を支えるフォローアップ 自治医科大学 古島 幸江

�．本学会認定制度の仕組みや支援体制 昭和大学 山口 紀子

�．日本手術看護学会が手術看護実践指導看護師に期待する役割 公益財団法人倉敷中央病院 山本 千恵

�．手術室管理者が手術看護実践指導看護師に期待する役割 群馬大学医学部附属病院 齋藤 洋子

■手術看護認定看護師看護実践報告

あなたの手術看護を BEST PRACTICEにつなげよう

チームで対応した認定看護師の調整力と実践思考：多職種連携編 日本手術看護学会認定看護師委員会

術後におけるコンパートメント症候群への予防対策

―多職種カンファレンスを通して― 小牧市民病院 杉林 保幸

COVID-19 で多職種が連携した対策と問題点について

―当院の現状を踏まえて― 愛媛県立中央病院 渡部 早人

次期年次大会案内・大会長挨拶

■第 35回年次大会案内・大会長挨拶

日本手術看護学会四国地区会長 今井恵美子



研究発表

�．優秀演題

1-1 チームで行うポジティブフィードバック中心のカンファレンスの効果

―看護観を育むいいね会カンファレンス― JCHO船橋中央病院 堀川 浩美

1-2 手術看護技術習得における分散型学習の有効性の検証

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 斎藤 祐子

1-3 手術室看護師の器械出し看護にみる専門的技能の一考察 国立成育医療研究センター 加茂さち子

1-4 A 病院手術室における偶発低体温症の発生率と要因に関する検討

沖縄徳洲会榛原総合病院 横山 周

�．手術室運営，看護管理

2-1 定期手術における日勤稼働率向上への取り組み 県立広島病院 西 加容子

2-2 一人前レベルの手術室看護師がリーダー業務を担う上で直面する困難と対処 福井県立病院 井上美由紀

2-3 時間差勤務導入の効果と今後の課題 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 大芦 恵美

2-4 手術室看護師の各習熟度段階におけるワーク・モチベーションの特徴

―各属性間における比較検討― 大阪教育大学 渦原 晋子

2-5 A 病院における手術確定後の手術延期・中止症例数の調査 三友堂病院 市川 萌美

2-6 TKA における器械出し看護師のストレス調査 医療法人社団悠仁会羊ヶ丘病院 別所 桃子

2-7 PNSを活用したマネジメント能力向上への取り組み 東京都立広尾病院 狩野 優子

2-8 A 病院手術室看護師におけるストレスの現状 地方独立行政法人筑後市立病院 下川 都

�．チーム医療

3-1 帝王切開術を受ける妊婦の看護 ―バースプランがもたらす妊婦への効果とは―

社会医療法人財団菫仙会恵寿総合病院 矢田世莉果

3-2 2 施設合同小児生体肝移植手術におけるドナー側手術への取り組み（他施設協働・多職種連携）

さいたま赤十字病院 渡辺由紀子

3-3 手術安全チェックリスト導入による医療者間のコミュニケーションにおける効果

国家公務員共済組合連合会千早病院 石坂川 弘

3-4 可視化マニュアルによる当直看護師の不安軽減

―二次救急病院の超緊急帝王切開術への他部署協力体制の向上― JA 静岡厚生連遠州病院 光武 翔子

3-5 周術期における外来・病棟・手術室が連携したプレパレーションシステム構築後の看護師の

意識と行動の変容 秋田赤十字病院 菊地 夕香

3-6 超緊急帝王切開術患者入室前準備のアクションカード実用性の検証

―シミュレーションを通して― 京都第二赤十字病院 谷口 奈穂

3-7 超緊急帝王切開術の安全で迅速な受け入れを阻害する要因

―シミュレーション結果の分析から考える― 国立病院機構大阪南医療センター 巽 早希

3-8 経膣分娩出生直後に超緊急カテーテル治療を要した症例から検討した

外回り看護師に求められる役割 長野県立こども病院 篠原 朋未

3-9 超緊急帝王切開術において迅速に児娩出を実現できた一事例に対する成功要因の検討

―多職種の行動と思考― 金沢大学附属病院 作本 裕子

3-10 アブレーション治療開始に伴う知識の習得と他部署との連携構築を目指して

仙台市医療センター仙台オープン病院 西條 優紀

3-11 手術安全チェックリストの運用厳密性に対する監査システムの導入 京都岡本記念病院 竹田 寿彦

3-12 植え込み型補助人工心臓手術導入におけるチーム医療の取り組み 富山大学附属病院 植野まりな

�．看護倫理

4-1 手術室看護を語り合う ―ワールドカフェの効果― 労働者健康安全機構山陰労災病院 岩田 佳子

4-2 意識下で手術を受ける認知症患者へのユマニチュードを取り入れた支援

倉敷医療生活協同組合総合病院水島協同病院 三宅 和子



4-3 患者疑似体験が新人看護師の倫理的感受性に与える影響 地域医療振興協会飯塚市立病院 松岡 昌樹

4-4 手術室での倫理カンファレンス評価方法の検討 佐賀大学医学部附属病院 広橋 紀子

4-5 手術室の中堅看護師が抱く倫理的ジレンマ 東北医科薬科大学病院 石川 真弓

4-6 手術室経験年数が 10 年以上の看護師に倫理カンファレンスを実施したことによる，

倫理的行動への効果 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 村松 恵理

4-7 意識下手術中の排尿援助に関する調査 秋田赤十字病院 白渡絵美香

�．安全管理

5-1 WHO手術安全チェックリスト導入への取り組み 大阪赤十字病院 岡田 史奈

5-2 ラテックスアレルギー患者に対する取り組み JR 大阪鉄道病院 住田 幸子

5-3 ラテックスアレルギーの術前情報収集に対する実態調査 春日部市立医療センター 川久保 藍

5-4 手術室タイムアウトの実施状況調査と意識調査から見えた現状と課題

横浜市立大学附属市民総合医療センター 飯名麻理子

5-5 A 病院手術室看護師が抱える手術室における医療安全に関する不安内容

鹿児島医療センター 鮎川 理帆

5-6 ニュートラルゾーン使用状況の現状分析と問題点の抽出 市立旭川病院 幅 かおり

5-7 手術安全チェックリストの遵守率評価のための安全対策ラウンドの有効性

大阪市立総合医療センター 豊島 康仁

5-8 インシデント報告からみたＡ病院におけるサインアウトの検証

独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 佐々木 望

5-9 器械出し看護師に必要なノンテクニカルスキルの類型化

地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県総合医療センター 山仲 千尋

5-10 手術室医療安全におけるインシデントの学習素材としての活用 慶友整形外科病院 田島 瑞己

5-11 閉創時タイムアウト実施率向上への取り組み 国立がん研究センター東病院 金剛寺朋子

5-12 牽引手術台における体位固定手順書の評価 佐賀大学医学部附属病院 平野 良一

�．看護教育：看護基礎教育

6-1 新人看護師を対象とした一週間の手術室研修プログラムの評価 松山赤十字病院 林 峻一

6-2 新人看護師教育の統一化に向けた取り組み ―各科独り立ちチェックリストの活用―

株式会社日立製作所日立総合病院 小野陽一郎

6-3 看護学生への手術室見学実習オリエンテーションにおける模擬患者体験を通しての学び

独立行政法人国立病院機構都城医療センター 岩﨑 智子

6-4 A 病院における内シャント術中管理マニュアルがもたらした影響と有用性について

市立長浜病院 中川 翼

6-5 手術室看護実習における看護学生への実習展開の工夫に関する文献検討 安田女子大学 織田 絵理

6-6 新人・異動者の術式別臨床実践能力の標準化に向けた取り組み

―術式別評価を実施した結果と課題― 久留米大学医療センター 岡 公美

�．看護教育：継続教育

7-1 手術看護記録における質的監査の有用性と継続的な実施の効果 三田市民病院 平島 教子

7-2 急変対応アルゴリズムの作成とシミュレーション教育の実施

―手術室におけるACLSの習得と定着を目指して― 社会医療法人清恵会清恵会病院 北村 宗一

7-3 手術室に勤務する先輩看護師が抱く新人看護師への期待像に関する研究

埼玉医科大学総合医療センター 浦和紗弥香

7-4 A 病院手術室のニーズに合わせた学習会の評価と今後の課題 市立長浜病院 平井 義一

7-5 アセスメント力向上を目指した取り組み ―『§J・K©シート』を活用した

グループワークの効果と課題― 大阪赤十字病院 尾﨑千佳子

7-6 心臓血管外科手術に対する手術室看護師の不安軽減に向けた取り組み

―不安軽減支援プログラムを作成して― 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 布施 秀実

7-7 A 病院手術センター看護師の緊急手術に対するストレスと対処行動の実態 仙台市立病院 鐘江 昌美



7-8 熟練手術室看護師が行う帝王切開術 ―外回り時の手術看護実践の言語化―

日本医科大学多摩永山病院 高橋 直子

7-9 開心術における手術看護計画の導入に向けた取り組み 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 香西 美甫

7-10 手術室に配置転換された看護師の学びなおし

地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院 玉垣 奈美

7-11 移植医療の伝達講習の必要性 ―意思表示についてのアンケート調査から見えてきたもの―

国立病院機構横浜医療センター 田中美保子

7-12 手術室での体温管理に対する学習会開催の効果

独立行政法人国立病院機構指宿医療センター 児玉 奈緒

7-13 手術看護師クリニカルラダーレベルⅡ器械出し看護実践「実施」の評価視点

JCHO中京病院 佐藤明日美

7-14 手術室におけるレベルⅠ対応の標準化

―アンケートを基にマニュアル作成・シミュレーションを通して― 沖縄県立中部病院 奥浜 真寿

7-15 手術室看護師の定着に向けての取り組み ―新人・異動者へのナラティブ会を開催して―

富山大学附属病院 竹村しおり

	．術前看護

8-1 手術患者の術前禁煙指導の取り組み 西宮市立中央病院 濱崎 弘子

8-2 術前外来における手術室看護師の役割 ―手術へのイメージ化・心準備に与える影響―

一般財団法人双仁会青森厚生病院 小笠原美喜

8-3 効果的な術前訪問とは ―写真を多く盛り込んだ術前パンフレットの効果―

洛和会音羽病院 佐藤 絢乃

8-4 術前不安情報収集ツール使用によるカンファレンス実施率向上に対する有効性

桐生厚生総合病院 廣瀬 栄一

8-5 術前説明の検討 ―手術室ツアーの導入を試みて― 公立学校共済組合東北中央病院 鑓水 則子

8-6 手術室全看護師が取り組む術前訪問を目指して ―看護師の意識調査から―

社会医療法人三栄会ツカザキ病院 永柄 風花

8-7 患者サポートセンターにおける術前訪問の必要性を判断する違いに関する調査

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 宮永 朋実

8-8 手術決定から手術目的で入院するまでの術前期患者の体験過程

独立行政法人国立病院機構栃木医療センター 薄葉美果子

8-9 入退院支援看護師と連携した外来期リスク評価と今後の課題

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 山田 暁士

8-10 中規模病院における手術準備外来の導入による手術業務の効率化

社会医療法人三栄会ツカザキ病院 長谷川 香

8-11 麻酔科術前外来のタブレット使用患者からわかる術後せん妄のリスク因子の検討

東邦大学医療センター大森病院 松川 博

8-12 ラテックスアレルギーに関する勉強会の効果

独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 末廣 采佳

8-13 患者に適した術中看護診断を導くためのアセスメントシートを使用した看護実践の評価

多摩北部医療センター 佐藤 志保

8-14 動画によるプリパレーションの効果 ―タブレットによる術前説明の取り組み―

福岡市立こども病院 清水ひかり

8-15 術前訪問における口腔内評価表導入への取り組み 社会福祉法人三井記念病院 柴田 真希

8-16 初めて手術を受ける患者の心理状態の推移について

―周術期の患者との関わりを通して学んだ事― 十条武田リハビリテーション病院 奥田 里香

8-17 充実した術前訪問をめざして ―術前パンフレットの改善―

社会医療法人財団池友会新小文字病院 田中 葵

8-18 術前看護外来による不安軽減の効果 ―新版 STAIを用いた評価―

大阪府済生会富田林病院 宗和 守



8-19 術後痛に対する術前オリエンテーションの現状と動向

国立研究開発法人国立がんセンター東病院 安丸 一重

8-20 A病院手術室看護師の術前訪問における患者の評価 東松山市立市民病院 南 香織


．術後看護

9-1 心臓血管外科開心術における重要な術後口頭申し送り内容の実態調査 日本海総合病院 百瀬 理奈

9-2 回復室での術後せん妄患者の実態調査 高知大学医学部附属病院 山﨑 加奈

9-3 術後訪問定着に向けての取り組み ―個人ファイルの導入を試みて―

独立行政法人市立大津市民病院 服部 睦美

9-4 円滑な術後訪問導入に向けた導入前の看護師の潜在意識

社会医療法人財団池友会新小文字病院 古畑 慧

9-5 術後訪問の定着に向けて明らかになった課題 ―�つの対策を実施して―

医療法人光善会長崎百合野病院 梅本 雅之

9-6 継続看護に繋がる申し送り内容の検討 総合病院聖隷浜松病院 井熊 愛結

9-7 小児専門病院における術後訪問定着化に向けたスタッフおよび患者家族の意識調査

宮城県立こども病院 工藤 仁子

9-8 術後訪問の定着化に向けた研究に関する国内文献の検討

―術後訪問用紙の検討に焦点を当てて― 町田市民病院 松本 祥弘

9-9 「苦痛スクリーニングシート」を用いた肺癌患者の手術前後の不安の変容

独立行政法人国立病院機構南九州病院 東 晃史郎

10．心理的支援

10-1 長時間手術患者の待機家族の思いと手術室看護師に求められる看護

―手術進行時期に合わせた分析― 豊川市民病院 本島 尚志

10-2 手術終了後に起こる器械紛失やカウント不一致に関する

手術室看護師のエラー誘発因子の検証 大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 船坂 将史

10-3 幼児期後期（年齢 3―6歳）にある当日入院，日帰り手術，術後入院患者の手術室入室から

麻酔導入までの看護 国立成育医療研究センター 白川 茜

10-4 手術を受ける患者の不安を緩和させる効果的なタッチングの検討 東北医科薬科大学病院 伊藤 海里

10-5 意識下肛門手術を受ける患者の羞恥心に配慮した取り組み 医療法人光晴会病院 野本 俊典

10-6 胎児先天性心疾患の母親の体験 ―帝王切開術を受けた母親の語りから―

福岡市立こども病院 岩井 晶子

10-7 手術終了を待つ家族が必要とする情報 ―術中訪問導入へ向けて― 医療法人 JR広島病院 分部 千裕

10-8 意識下眼科手術を受ける患者の音環境に対する認識 北海道大学 溝部 佳代

10-9 意識下眼科手術における手術室看護師の音環境に対するケア 北海道大学 溝部 佳代

11．皮膚・神経障害の予防，DVT 対策

11-1 自動血圧計による医療関連機器圧迫創傷（MDRPU）発生に関連する因子と予防対策の検証

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 巻下 千夏

11-2 腹臥位手術における顔面の皮膚トラブル軽減に向けた取り組み 関西電力病院 瀧川奈津季

11-3 手術前皮膚消毒薬における皮膚トラブル予防

―ポビドンヨードとオラネキシジングルコン酸塩の比較検討― 札幌医科大学附属病院 笠原裕太朗

11-4 手術室におけるスキンテア標準予防策導入の効果 箕面市立病院 神移真莉子

11-5 術中側臥位における褥瘡予防シートの貼付適正部位について

―大転子部と大腿部の体圧を比較して― 鹿児島厚生連病院 仮屋薗大志

11-6 ハグユーバッグ®を使用した砕石位手術における

アクション®5／8©アダプティブフラットパッドの効果 高崎総合医療センター 角田 詩織

11-7 A 病院手術室における医療関連機器圧迫創傷の発生状況と要因の検証 九州大学病院 後藤 駿

11-8 術後に褥瘡を発生した患者の実態調査と対策の検討 広島大学病院 澤岡 彩香



11-9 脊椎後方固定手術における皮膚障害予防への取り組み ―体圧測定による検証―

社会医療法人三栄会ツカザキ病院 横井 翔太

11-10 脊椎後方手術の褥瘡発生要因の分析 秋田厚生医療センター 山本 朝子

11-11 脊髄くも膜下麻酔下・ジャックナイフ位で，安楽に過ごすための枕の検討

社会医療法人社団高野会大腸肛門病センター高野病院 勝目ルミ子

11-12 脊椎手術での術後スキントラブル予防

―皮膚保護材にコーティングクリームを使用した効果― 広島市立安佐市民病院 石友 皐希

11-13 脊椎・腹臥位手術の褥瘡予防にむけた看護ケアへの取り組み ―褥瘡発生ゼロを目指して―

高知県高知市病院企業団立高知医療センター 門田 紗季

11-14 砕石位手術による術中頭頂部体圧の実態調査 ―ヘッドギアを使用した頭低位による

頭頂部皮膚障害リスクの検討― 洛和会丸太町病院 小森 弘美

11-15 術野消毒による皮膚トラブル防止対策の有効性 みやぎ県南中核病院 山中 有希

11-16 側臥位手術で使用する腋窩枕の高さの影響 ―痛みや痺れの出現状況に着目して―

綜合病院山口赤十字病院 諸岡 博志

11-17 腹臥位手術時の顔面褥瘡予防の検討 ―頭部用体位固定具の選択方法について―

がん・感染症センター都立駒込病院 白井 舞

11-18 ロボット支援下直腸切除術での橈骨神経麻痺を受けての取り組み ―体位設定の検討―

富山大学附属病院 山川 奈保

11-19 経鼻挿管による鼻孔縁の医療機器関連圧迫創傷発生要因に関する検討

埼玉県立がんセンター 飯田久美子

11-20 腹臥位手術用フェイスクッションの種類別選択方法について

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 袖山 未来

12．体温管理

12-1 心拍動下冠動脈バイパス移植術時の術中低体温予防の効果

―プレウォーミング法を導入して― 医療社団法人昴会湖東記念病院 山本 武虎

12-2 婦人科開腹砕石位手術において大腿部の保温覆布使用による保温の効果 大分県立病院 末綱 海人

12-3 下肢牽引台を使用する脊椎麻酔手術での温風加温装置を使用しての体温変化

山形県立河北病院 松田 弥生

12-4 A 病院手術室における体温低下の発生状況とその予防対策の効果 朝日大学病院 瀬木 隆紀

12-5 ティガリアドレープ®使用による術中体温の検証

―消化器外科，婦人科の腹腔鏡手術に関して― 竹田健康財団竹田綜合病院 星 尚登

13．感染対策

13-1 A 病院手術室における手術時手洗いの現状分析

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院 川口 歩

13-2 A 病院手術部で使用するウレタンフォーム製耐圧分散用具のATP測定と

一般細菌培養による清浄度調査 滋賀医科大学医学部附属病院 近藤 幸

13-3 手術中に使用する二重手袋のピンホール発生の実態調査

地方独立行政法人市立東大阪医療センター 朴 麻莉

13-4 ピンホール調査によるメイヨ板運用方法の検討

社会医療法人社団高野会大腸肛門病センター高野病院 廣本 椋

13-5 A 病院手術室における外回り看護師の眼周囲汚染状況の実態 朝日大学病院 中村 亜美

13-6 ベストプラクティス実践を通して感染管理の見直し ―術間清掃と器械展開手順の見直し―

独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 中山 沙織

13-7 人工物置換手術における医療従事者の血液曝露調査 聖隷佐倉市民病院 太田 綾子

13-8 開腹消化器外科手術における術後創感染（SSI）の発生に影響する因子の検討

労働者健康安全機構福島労災病院 加賀 陽子

13-9 A病院の HIV感染者手術時の感染予防対策，スタッフ教育の実践報告

国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 竹内佐和子



14．災害対策

14-1 多職種合同防災訓練の有用性と課題 社会福祉法人三井記念病院 高橋 沙希

14-2 心臓外科手術中の災害対応に手術室勤務経験の少ない看護師が抱く思い

千葉県循環器病センター 横堀 智代

14-3 Ａ病院手術室に応じた手術室看護師の役割別アクションボードの作成

東近江総合医療センター 茶谷恵美子

14-4 整形外科病院における手術室災害訓練への取り組み 医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 田村 瑶子

14-5 Ａ病院手術室における震災アクションカードの有効性 ―アクションカード導入による

患者安全の向上を目指して― 社会医療法人財団互恵会大船中央病院 洪 知子

14-6 コードレッド発令時手術部内で勤務していた看護師の行動と判断の分析 金沢大学附属病院 羽場 千鶴

14-7 緊急地震速報システムの発報を想定した手術室シミュレーション訓練の効果

徳島赤十字病院 青山 真弓

14-8 手術室における地震時安全確認の内容の検討および明確化 東広島医療センター 國則 美妃

14-9 災害に対する知識・意識向上のための災害クイズの効果 奈良県立医科大学附属病院 吉岡 真里

14-10 巨大地震による大規模災害を想定した災害訓練で得られた効果

―継続した災害訓練シミュレーションを通して―

独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 藤原 亮介

15．その他

15-1 術前・術後訪問における看護記録の実態調査 ―NANDA看護診断における領域の視点から―

健貢会総合東京病院 松下 翔

15-2 手術室での事業者立会いにおける手術看護認定看護師の認識と実態調査 済生会富田林病院 岡田由紀子

15-3 A 病院における特定行為看護師によるPICC挿入 ―手術室での導入から現状まで―

医療法人横浜平成会平成横浜病院 中村 文

15-4 手術室看護師の手荒れの現状と手術時手洗い制限基準設定による手荒れ対策の効果

東北医科薬科大学病院 服部 紀子

15-5 脊椎手術を受ける患者の術前から術後までの思い ―5名のインタビューを通して―

済生会川口総合病院 中山 知香

15-6 手術室に勤務する子育て中の看護師のワーク・ライフ・バランス実現感と

職業キャリア成熟との関連 福井大学医学部附属病院 朝倉 佑介

15-7 脳深部刺激療法を受けた患者が体験する思い ―術前・術中・術後の変化に焦点を当てて―

埼玉県総合リハビリテーションセンター 橋口真希子

15-8 器械出し看護師の身体的疲労度の検証 ―疲労軽減マットの効果― 市立四日市病院 小森 雄介

15-9 超音波装置を用いた導尿実施の判定に関する取り組み 医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 高村 恵

15-10 手術待機中の患者家族が望む術中訪問 国立病院機構四国がんセンター 高原 麗佳

15-11 がん終末期に手術を受ける患者への入院から手術室入室前までの手術室看護師の看護実践

群馬県立がんセンター 梅澤 雄一

15-12 がん終末期に手術を受ける患者への手術室入室から退室までの看護実践

群馬県立がんセンター 梅澤 雄一

15-13 がん終末期に手術を受ける患者への手術室退室から退院までの手術室看護師の看護実践

群馬県立がんセンター 梅澤 雄一

15-14 3 段階の異なる屈曲位保持を可能としたレッグポジショナーの作製

―コストを重視したレッグポジショナー― 医療法人新札幌整形外科病院 鎌田 丈

15-15 病棟間における全身麻酔終了から退室までの手術室滞在時間の比較 総合病院南生協病院 川上 將

15-16 A 施設での COVID-19対応マニュアル作成の取り組みと今後の課題 虎の門病院 大貫 純



WEB共催セミナー�

司会：後藤 紀久（岐阜大学医学部附属病院看護部）

いつまで吸いますか？その煙 ―サージカルスモークによるリスクを考える―

聖隷横浜病院乳腺センター 徳田 裕

共催：株式会社アムコ

WEB共催セミナー� 医療感染リスクを低減するデバイス・機器の適正な選択，使用

サージカルスモークに関連するアップデート

北海道大学病院臨床研究開発センター・消化器外科Ⅱ 渡邊 祐介

最新の周術期合併症／手術部位感染対策について

兵庫医科大学病院消化器外科学講座炎症性腸疾患外科 内野 基

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

WEB共催セミナー� 周術期看護の業務標準化と省力化

看護師の立場からみたカテーテル固定専用品 看護師の実情から見えてきた見つめ直すべき身近なこと

群馬大学医学部附属病院看護部 長野 明正

医師の立場からみたカテーテル固定専用品 クイックフィックスから考える今求められる医療

富山大学附属病院呼吸器一般外科 本間 崇浩

共催：アルケア株式会社

WEB共催セミナー�

最新医療機器導入の際の看護師教育について

―ロボット手術導入の経験から感じたリーダーシップとチームづくり―

金沢医科大学病院中央手術部 圓満字 香

共催：O&MHalyard Japan合同会社

WEB共催セミナー� 手術室での職業感染対策

司会：深柄 和彦（東京大学医学系研究科侵襲代謝・手術医学講座，

医学部附属病院手術部・材料管理部）

2重手袋の重要性と交換頻度について 防衛医科大学校病院医療安全・感染対策部 小林美奈子

共催：東レ・メディカル株式会社

WEB共催セミナー�

全国アンケート結果から見えた経験年数のばらつきへの対策

―ハッピープロジェクトによる病院風土の作り方―

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院手術センター・血管造影室 山本 千恵

同 手術センター 佐野 早苗

共催：株式会社ホギメディカル

WEB共催セミナー�

新型コロナの時代の手術室での感染対策

―外部業者スマートチェックインシステム「モニタロウ」の活用について―

日本赤十字豊田看護大学 下間 正隆

共催：HCMJ株式会社

WEB共催セミナー



WEB共催セミナー	 みんなが喜ぶ手術部位感染対策

当手術室における，オラネジン消毒用アプリケータを用いた

有効な消毒方法について 藤枝市立総合病院看護部 中山 龍二

忙しい手術看護師のためのらくらく感染対策 慶應義塾大学医学部外科学（一般・消化器）尾原 秀明

共催：株式会社大塚製薬工場

WEB共催セミナー


司会：倉橋 清泰（国際医療福祉大学成田病院麻酔・集中治療科）

手術室のエネルギーデバイスに関するリスク対策：サージカルスモークを中心に

富山大学附属病院呼吸器一般外科 本間 崇浩

横浜市立大学附属病院臨床工学技士 山田二三歩

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

WEB共催セミナー 10

周術期における質の向上，どう学ぶ？

―チェックリストの次の一手を考えるトレーニング―

藤田医科大学病院医療の質・安全対策部医療の質管理室 安田あゆ子

共催：テルモ株式会社

WEB共催セミナー 11

シングルユース手術用滅菌手袋のエンドトキシン汚染

岩手医科大学医学部救急・災害・総合医学講座救急医学分野 高橋 学

共催：メンリッケヘルスケア株式会社




