
招待講演
米国における手術看護の専門性が発揮できる環境 AORN会長　Mary Jo Steiert, RN, BSN, CNOR

第21回大会長講演
中規模病院における医療安全対策マニュアル完全実施の取り組み

日本手術看護学会北陸地区会長　下村　澄子

特別講演
おもてなしの心 加賀屋　岩間　慶子

教育講演Ⅰ
職場におけるメンタルヘルス：その対応と課題

福井大学医学部附属病院神経科精神科教授　和田　有司

教育講演Ⅱ
硬膜外麻酔の未来 金沢大学麻酔・蘇生学講座准教授　坪川　恒久

トピックスⅠ
どうしていますか!手術看護記録　－手術室のパスを活用してー
手術室のクリニカルパスとは 福井総合病院副院長　勝尾　信一

周術期クリティカルパス

－「手術用パス」「外来手術用パス」「白内障手術パス」の紹介－ 筑波記念病院　太田　和子

トピックスⅡ
医療機関等における医療機器の立会いに関する基準について

医療機器業公正取引協議会立会い基準推進委員会委員長　馬場　範門

シンポジウムⅠ：拡げよう !  手術室看護師の活躍の場
病院祭に手術室を公開した意義と成果について 氷見市民病院　東野　順子

調整役としての手術看護認定看護師の役割 （独）国立病院機構京都医療センター　中村　露子

術前外来における手術室看護師のかかわり 東邦大学医療センター大森病院　阿尾　真里

手術室看護師の外来から手術患者に関わる看護

－T大学医学部付属病院での取り組み－ 東海大学医学部付属病院　内田　陽子

夫立ち会い帝王切開への取り組みと今後の課題 富山市立富山市民病院　佐伯　正子

シンポジウムⅡ：人を育てる教育環境を整える
分業化の中での教育環境を整える 金沢医科大学病院　神野亜紀子

北陸地区（石川）の研修で、新任者教育を受けて 医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院　小池　美幸

2年目看護師の外科病棟3ヶ月研修 医療法人社団幸隆会多摩丘陵病院　輪嶋　直美

当院における手術室看護師育成のためのクリニカルラダー 長岡赤十字病院　堀越　悦子
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ミニワークショップ①　どうしていますか！器械出しのテクニック
ミニワークショップ②　どうしていますか！手術患者の歩行入室
ミニワークショップ③　どうしていますか！ディスポーザブル製品の再利用

中堅者受講者報告会 兵庫県立尼崎病院　水口　　文
東京女子医科大学病院　荒木田真子

久留米大学病院　村田　幸子
大阪府済生会吹田病院　森�　葉子

認定看護師活動報告会 東京大学医学部附属病院　犬童万里代
松山赤十字病院　二宮　　弓

半田市立半田病院　加納　朋美
福井大学医学部附属病院　宮川久美子

看護管理受講者報告会 東邦大学医療センター大森病院　井草ひろみ
（財）天理よろづ相談所病院　嶋田ひとみ

愛知県立循環器呼吸器病センター　村井　律子

ランチョンセミナー1
感染リスクを考慮した適切な手術用ガウン、ドレープの選択について 米国認定手術室看護師　Janet A. Lewis

ランチョンセミナー2
手術室における感染管理 山口大学医学部附属病院薬剤部　尾家　重治

ランチョンセミナー3
手術室における滅菌保証　－次世代プラズマ滅菌器の有用性について－

JA愛知厚生連海南病院医療安全管理部　豊崎　　豊
ランチョンセミナー4

手術室看護業務の効率化と教育へ向けた取り組み

－アンケート調査からわかる意識の変化と今後の課題－ 東京臨海病院看護部　板垣夫美和

第１群：術前・術中・術後訪問、看護記録
1-1 新たな術前訪問の方法を取り入れて　－術前訪問のあり方を考える－ 厚生中央病院　藤原　麻美
1-2 麻酔別クリニカルパスの評価 東芝病院　渡辺美沙子
1-3 手術患者が必要とする周手術期のケア 山梨大学医学部附属病院　長澤美佐子

－手術室看護師と病棟看護師の役割の認識の相違－

1-4 NANDA-NICを用いた手術看護記録の電子カルテ化への試み 広島赤十字・原爆病院　福元　香奈
1-5 手術室における継続看護に役立つ看護記録の検証 （独）国立病院機構呉医療センター　白濱　静恵

－手術室・病棟看護師の意識調査の結果から－

1-6 麻酔別患者用術前訪問クリニカルパス用紙を用いた評価 大阪府済生会吹田病院　田中　善子

第２群：手術室運営、看護管理
2-1 専門チーム導入後の手術室看護師の意識の変化 益田赤十字病院　岡崎　朋江
2-2 手術器械配置基準導入の効果について 焼津市立総合病院　小田千津子

－器械台の共有性と安全性についての看護師の認識の変化と器械操作時間の比較を通して－

2-3 病棟看護師の手術室見学の効果 自治医科大学附属病院　松沼　早苗
2-4 手術室における入室確認の新しい試み 静岡県立総合病院　町塚　雅子
2-5 手術室歩行入室導入に向けて （独）国立病院機構災害医療センター　久々湊由佳子

－歩行入室に関する文献レビューからの歩行入室基準の検討－

2-6 手術室における器械出し看護師の下肢疲労軽減に向けて　－腓腹筋伸縮運動の効果－

東京都保健医療公社荏原病院　山口　広美
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第３群：皮膚・神経障害の予防、DVT対策
3-1 手術中に起こる皮膚障害の予防対策の検討 県西部浜松医療センター　中野　靖子
3-2 コンコード手術体位における材料別体圧分散効果の比較 医療法人松藤会入江病院　中西　秀明
3-3 臥床時の仙骨部圧に関連したBMI・体脂肪率の相関関係 公立置賜総合病院　佐々木千佳

－健康成人のデータ分析から－

3-4 長時間の脳外科手術による術後褥瘡予防の取り組み（側臥位・腹臥位） NTT東日本関東病院　小室　景子
3-5 砕石位による体位固定と身体に及ぼす影響についての検討 福井県済生会病院　加藤　知子

－レビテーター使用を試みて－

3-6 仰臥位手術の褥瘡予防の検討　－体圧分散に着目して－ 大牟田市立総合病院　松嶋　優子

第４群：危機管理
4-1 標準化を基本とした手術室の安全管理 特別･特定医療法人生長会ベルランド総合病院　久保田佳美
4-2 手術室の災害対策調査からみる効果的な備え 小松市民病院　木戸口勝巳
4-3 防災訓練前後の手術室看護師の危機管理意識の調査 石巻市立病院　小野寺陽子
4-4 手術室看護師の災害時の行動に関する認識　－役割別に分析して－ 福井大学医学部附属病院　青池智小都
4-5 災害看護に対する意識の変化　－震災マニュアル作成・シミュレーション実施して－

半田市立半田病院　舟橋　知子
4-6 手術室における災害訓練への取り組み　－独自のチェックリストを用いて－

財団法人広南会広南病院　竹田ちづる

第5群：術前・術中・術後訪問
5-1 術後訪問を実施しての看護師の行動の変化 高岡市民病院　小村　敬子
5-2 術前、術後訪問に対する意識の変化　－チーム制、フレックス制導入の試み－ 静岡県立総合病院　中西めぐみ
5-3 術前訪問の評価と課題 大森赤十字病院　中筋　静香
5-4 術中訪問導入にむけての取り組み　－従来の術前訪問に加え家族と関わって－

済生会兵庫県病院　近藤　由佳
5-5 術前訪問方法の検討　－手術終了後の外回り看護師の満足度を調査して－ 石川県立中央病院　津田久美子
5-6 術前パンフレットの改善と作成　－患者の声から考える－ 医療法人財団康生会武田病院　佐藤　　耕

第６群：感染対策
6-1 器械出し看護師の二重手袋装着におけるピンホール発生実態調査

愛知県立循環器呼吸器病センター　柴田亜矢子
6-2 手術室外回り看護師の手指衛生向上を目指して 山形大学医学部附属病院　石川　久恵
6-3 水道水による手術時手洗いの実施　－SSIサーベイランスによる比較検討－

広島市立安佐市民病院　中本美香代
6-4 外回り看護師の手指衛生の客観的現状調査 北海道大学病院　佐藤　　恵
6-5 眼周囲への血液飛散の現状報告 北海道大学病院　渡邉　亜樹

－外回り及び器械出し看護師のシールド付きマスクへの血液飛散状況より－

6-6 手術時手洗いPart2 －手荒れ0を目指して－ 医療法人財団康生会武田病院　橋口　友紀

第７群：看護教育
7-1 卒後３年目の看護師をプリセプターに起用するために　－プリセプターへの支援について－

名古屋第一赤十字病院　新井　千香
7-2 卒後2年目手術室看護師の自立への支援 山形大学医学部附属病院　加藤菜穂子

－step upにつながる指導マニュアルの作成－

7-3 手術室における新任教育の検討　－インタビューからチェックリストの再検討と有効性を知る－

JA徳島厚生連麻植協同病院　後藤　　真
7-4 手術室での新人看護師教育のあり方 長野県立こども病院　西沢　博子
7-5 新人教育への取り組み 京都大学医学部附属病院　鈴木　　敦
7-6 手術室における新人看護師教育プログラムに対する評価（その2） 熊本赤十字病院　原田由美子



第８群：患者・家族への心理的援助
8-1 緊急帝王切開を受けた患者の手術室における感情 社会保険相模野病院　木谷菜穂子

－手術室看護師の役割についての一考察－

8-2 手術待機家族における待機環境の在り方 （財）東京都保健医療公社東部地域病院　原田　裕子
－控え室待機と院内自由待機の行動パターンを比較して－

8-3 帝王切開手術でガンガルーケアを行った母親の反応 JA広島厚生連廣島総合病院　糠塚　佑子
－カンガルーケア体験者へのアンケートから考える－

8-4 歩行入室が患者に与える精神的影響 福井赤十字病院　米村　里美
－質問紙調査を通して、現状の問題点・不安について－

8-5 小児手術における麻酔覚醒時の不安軽減の効果　－親の声を聞かせて－ 金沢医科大学病院　山本久美子

8-6 手術室入室時に患者及び家族が望む見送り場所の検討 鳥取大学医学部附属病院　山崎真智子

第９群：危機管理
9-1 記録・報告経路の見直しによる評価 北海道整形外科記念病院　四元亜矢子

－インシデント・アクシデント報告書の全提出を目指して－

9-2 手術患者の誤認防止について　－誤認防止基準に対するスタッフの意識の変化－

鹿児島厚生連病院　松山　奈保
9-3 忙しさとヒヤリハット発生の関係 公立富岡総合病院　箱田季実子
9-4 口蓋扁桃摘出術における体内残存防止に向けての取り組み 金沢医科大学病院　西川真奈美

－Medical SAFER分析を行いフローチャートを作成して－　

9-5 事故防止対策としてのグループミーティングの効果 福岡大学病院　菅原喜代香
9-6 手術室歩行入室における危険行動のリクスが高い高齢者の傾向を探る 高岡市民病院　林　ひろみ

第10群：看護教育
10-1 手術室見学実習での学びの様相　－実習環境がもたらす自由な学び－

元千葉県立衛生短期大学　大谷　則子
10-2 手術室看護経験が及ぼす術中体位固定に関する不安・知識・技術の特徴 金沢市立病院　酒井　和彦

－不安要因の指導・学習についての一考察－

10-3 手術室中堅看護師の「臨床実践能力の習熟度段階」（キャリアラダー）導入による

自己意識の向上について 久留米大学医療センター　稲員ルミ子
10-4 器械出し看護師持針器操作習得のための教材作り　－動画を用いた教材－

医療法人天神会古賀病院21 吉積ちひろ
10-5 手術室勤務異動者のやりがい要因分析 自治医科大学附属病院　前原真理子

－リアリティーショック克服との関連－

10-6 手術室看護師の循環管理に関する急変時の対応の評価　－自己評価と知識習得度から－

岩手医科大学附属病院　登嶋美樹子

第11群：皮膚・神経障害の予防、DVT対策
11-1 体圧測定による効果的な腹臥位の検証 公立学校共済組合東北中央病院　藤田　祐子
11-2 脊椎後方手術における褥瘡予防への取り組み　－体位作成方法の見直しを行って－

済生会熊本病院　堀田　淑美
11-3 全麻腹臥位手術におけるスキンケアパッドの有効性 鳥取大学医学部附属病院　本田　絵聖
11-4 手術室褥瘡チェックシートの活用と効果 静岡県立こども病院　須藤　康子
11-5 人工股関節全置換術における体圧分散を考慮した安全・安楽な側臥位の検討

－腋窩枕改良への取り組み－ 久留米大学医療センター　野田　幸江
11-6 腹臥位時の除圧マット試作後の圧力測定による素材と形状の比較 大阪船員保険病院　内田　裕美



第12群：手術室運営、看護管理
12-1 手術室看護要員の算定に関する調査　－2006年度予備調査報告その1－

日本手術看護学会関東甲信越地区　橋爪　香代
12-2 手術室看護要員の算定に関する調査　－2006年度予備調査報告その2－

日本手術看護学会関東甲信越地区　岸　　里美
12-3 手術室看護要員の算定に関する調査　－2006年度予備調査報告その3－

日本手術看護学会関東甲信越地区　八田　京子
12-4 手術室看護要員の算定に関する調査　－2006年度予備調査報告その4－

日本手術看護学会関東甲信越地区　上野　正文
12-5 歯科衛生士と連携した歯科外来手術室開設への取り組み

神奈川歯科大学附属横浜研修センター横浜クリニック　佐久間　幹
12-6 脳死下臓器提供における手術室対応の実際 社団法人日本臓器移植ネットワーク東日本支部　菊池　雅美

第13群：皮膚・神経障害の予防、DVT対策、体温管理
13-1 胸部外科手術時における側臥位腋窩枕の標準化への検討 兵庫県立がんセンター　吉田　昌弘

13-2 網膜硝子体手術におけるドレープ内環境の改善　－暑さによる不快の軽減を目指して－

医療法人明徳会総合新川橋病院　宇田　道子
13-3 アルミ製保温材料の被覆面積が体温低下予防に与える効果とシバリングとの関連性

市立芦屋病院　三井眞由美
13-4 水循環式体温調節装置を使用した術中体温低下予防 自衛隊中央病院　吉田　千春

－低反性発特殊ウレタンフォームの表面温度を測定して－

13-5 肺の側臥位手術における術中体温変動　－アンダーブランケット温風式加温装置を用いて－

札幌医科大学附属病院　南田　瑞希

第14群：手術室運営、看護管理
14-1 手術室看護業務に対するやりがいについての意識調査　－手術室看護業務の改善にむけて－

神奈川県立こども医療センター　中村　文香
14-2 健康管理意識の向上をめざして　－疲労蓄積度自己診断チェックリストを実施して－

総合病院土浦協同病院　林田　智子
14-3 歩行入室がもたらす効果と影響 公立学校共済組合東海中央病院　臼井　みほ
14-4 手術室看護師がチーム医療の中で行う術前準備のコーディネート 長野県立こども病院　桑山　美鈴

－－症例の経験を通して－

14-5 開頭手術における器械展開時間短縮への試み 日本医科大学千葉北総病院　青山　晋作
14-6 開心術術前チェックリストの改良により安全な看護の提供を目指す 名古屋徳洲会総合病院　与儀　士文

第15群：患者・家族への心理的援助、術前・術中・術後訪問
15-1 外来手術を受けた患者の満足度に関する研究 （独）国立病院機構京都医療センター　所司　綾子

－患者の満足度調査と看護師への意識調査を実施して－

15-2 術前訪問時に写真入り冊子をみた患者とみなかった患者の不安度の調査 静岡市立静岡病院　浦田　瑠奈
15-3 病院恐怖症の知的障害患者に対する日帰り全身麻酔治療へのかかわり

（医）雪ノ聖母会聖マリア病院　能塚　覚美
15-4 手術を受ける患者が術前に必要としている情報の調査　－術前窓口開設に向けて－

東北大学病院　軍司　　希
15-5 患者のための術前訪問への取り組み 特別･特定医療法人生長会ベルランド総合病院　杉本有佳理
15-6 術前・術後カンファレンスの定着に向けて 久留米大学病院　松本　好美

第16群：危機管理
16-1 手術室看護師の患者誤認防止に対する意識調査　－Time out導入の効果－

綜合病院山口赤十字病院　阿武　貴子



P-1 時差出勤導入による効果 国家公務員共済組合連合会浜の町病院　猪ノ山栄子
P-2 医師・看護師に手術中の音楽が必要な理由 箕面市立病院　清村　明子
P-3 手術室看護師の専門性の獲得方法についての一考察 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院　竹内　久恵
P-4 手術室における外回り看護ケアの質の評価 広島県立広島病院　益　　靖夫

－全身麻酔下で手術を受ける患者の満足度調査より－

P-5 手術室看護師の災害時避難に関する知識・意識・実践力の評価 前橋赤十字病院　新井　淑子
－アルゴリズム提示前後の比較から－

P-6 内視鏡ロボット（da Vinci  Surgical System）手術導入後の経過報告 金沢大学医学部附属病院　川合　由香
－技術習得・業務改善・他職種との関係の視点から－

P-7 履物選択制移行後の手術スタッフの意識調査から見た課題 JA秋田厚生連由利組合総合病院　佐藤　悦美
P-8 手術看護の中の専門領域における教育とその評価　－人工関節置換術の手術介助を中心に－

医療法人社団愛心会湘南鎌倉人工関節センター　浦山　美生
P-9 指導内容と新人の受け止め方についての実態調査 JA北海道厚生連旭川厚生病院　五十嵐昭子
P-10 手術室応援看護師の「やりがい」を高める要因の分析　－円滑な応援業務の支援－

公立能登総合病院　折田　　緑
P-11 新プリセプター制についての検討　－スタッフの意識調査－ 獨協医科大学病院　水沼由美子
P-12 エラーの認識を高める取り組み 群馬大学医学部附属病院　小林　春美

－日本手術看護学会関東甲信越地区調査研究グループ作成「手術看護関連エラー11分類」を用いて－

P-13 手術室包括看護師の活動報告 慶應義塾大学病院　三村　芳子
P-14 医療安全チェックシートを活用した手術部位の確認 秋田赤十字病院　金澤　一奈
P-15 災害時シミュレーションに基づいたマニュアルの見直し 大阪市立総合医療センター　久保　晴美
P-16 砕石位で意識下に手術を受ける患者の羞恥心への配慮　－ペチコート作成とその有効性－

（独）国立病院機構佐賀病院　脇山さゆり
P-17 火災発生を想定した手術室避難訓練の実際 公立丹南病院　長家　和美
P-18 Ａ病院手術室におけるヒヤリハット報告の特性

－手術看護関連エラー11分類を用いて－ 三田市民病院　田之畑雅美
P-19 体内異物残存防止に対する医師への意識調査 青森県立中央病院　坂本　陽子
P-20 長時間の手術を意識下で受ける患者にナースコールを使用して 東京都立神経病院　福田　弥生
P-21 覚醒下開頭術を受けた患者の手術中の体験 東京都立駒込病院　大地友記子
P-22 情報社会における自己決定をサポートする医療者の役割 医療法人健成会小林脳神経外科病院　小嶋かおる

－未破裂脳動脈瘤手術患者へのアンケート調査を通して－

P-23 医療安全対策の見直しに向けたインシデント・アクシデントの分析 旭川赤十字病院　吉田　麻紀
－「手術看護関連エラー11分類」を用いて－

P-24 緊急手術時の術前訪問が定着しない要因 済生会京都府病院　井元　聡子
P-25 全身麻酔下にある患者の羞恥心に対する看護師の意識と行動の実態調査 前橋赤十字病院　富澤由紀子

－羞恥心の配慮に対する指標を作成し指導に向けて－

P-26 手術室看護師のユニフォームカラーが手術を受ける患者に与える印象

（独）国立病院機構滋賀病院　出雲　幸美
P-27 術前訪問時における手術室看護師と病棟看護師との情報共有方法の検討 京都第二赤十字病院　保田つかさ

ポスターセッション

16-2 手術室における縫合針の取り扱いに関する検討 国立成育医療センター　沼田理恵子
16-3 看護師の器械カウントに対する意識調査　－器械カウントチェック表を活用して－

（独）国立病院機構熊本医療センター　松前　麻実
16-4 履物交換廃止への取り組み　－大腸手術における手術部位感染（SSI）サーベイランス－

（独）国立病院機構四国がんセンター　横山みゆき
16-5 プライバシーに配慮した多床室での術前訪問のあり方の検討

国家公務員共済組合連合会東北公済病院　小野恵理子
16-6 手術室における効果的な患者確認と承諾書確認方法への取り組み

国家公務員共済組合連合会三宿病院　中村恵美子



P-28 術前患者の不安緩和について一考察　－術前訪問に関するアンケート調査を行って－

せんぽ東京高輪病院　五十嵐けい
P-29 脊椎麻酔で緊急手術を受けられた患者様が術中に抱く心理の実態調査 浜松労災病院　村田里枝子
P-30 パンフレット「帝王切開術を受けられる方へ」の評価 米沢市立病院　今崎富由美

－患者・看護師のアンケート調査より－

P-31 手術室看護の評価における術後訪問の効果　－術後訪問を行った4例を通して－ 中部大学　牧野　典子
P-32 牽引台手術に使用する上肢挙上固定帯の検討 大館市立総合病院　佐藤由紀子
P-33 腹臥位4点支持台使用脊椎手術における褥瘡予防用具の検討 公立丹南病院　澤崎　尚美
P-34 手術体位基準の明確化を試みて 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院　鈴木　保美
P-35 手術看護記録の監査票の作成 千葉大学医学部附属病院　町田　朋美
P-36 記録時間短縮と安全管理記録の充実を図った術中看護記録用紙の改善

日本医科大学千葉北総病院　渡辺　郷美
P-37 術中褥瘡予測スコア法（OPDS）からみた褥瘡発生率の調査　－第1報－

（独）国立病院機構善通寺病院　後藤亜香里
P-38 術中褥瘡予測スコア法（OPDS）からみた褥瘡発生率の調査　－第2報－

－術中体位固定に有効な褥瘡予防用具－ （独）国立病院機構善通寺病院　後藤亜香里
P-39 側臥位手術における体表面接触圧分散の工夫 岩手県立胆沢病院　久保　光輝
P-40 パークベンチ体位における腋窩枕の検討 富山大学附属病院　橋場まゆみ
P-41 脊椎後方手術における褥瘡発生予防への取り組み 労働者健康福祉機構愛媛労災病院　藤田さや香

－脊椎手術除圧用具選択基準ツールを導入しての成果－

P-42 脊椎後方手術における四点支持フレームの位置設定の検討 財団法人岡山旭東病院　高畠　　聡
P-43 上肢挙上固定帯の作成　－確実な固定とスムーズな装着を追及して－ 橋本市民病院　土井めぐみ
P-44 手術中に使用するシャント部専用保護具の改善 近畿大学医学部堺病院　河野真奈美
P-45 経鼻挿管と上顎正中固定用装具の作成と効果　－歯科口腔外科手術において－

市立砺波総合病院　池田委久実
P-46 帝王切開時における硬膜外麻酔持続チューブのテープ固定汚染防止の工夫

済生会松阪総合病院　藤田　貴子
P-47 開心術体位合併症の左上肢神経障害に対する体位固定方法の改善

兵庫県立姫路循環器病センター　河田　美穂
P-48 腹臥位手術での体温管理　－4点支持器の空間を利用し腹部加温法を試みて－

埼玉県済生会川口総合病院　原田　恵美
P-49 経尿道的切除術（TUR）時の体温変化の把握 （独）国立病院機構別府医療センター　宮�　初美
P-50 手術時ウォーターレス擦式手指消毒法の評価 川崎医科大学附属病院　中田　生子

－（第6報）手術室看護師の手指衛生に関する意識と行動調査－

P-51 手術時ウォーターレス擦式手指消毒法の評価 川崎医科大学附属病院　畦崎久美子
－（第4報）手荒れの感覚的評価の比較・検証－

P-52 手術時ウォーターレス擦式手指消毒法の評価 川崎医科大学附属病院　清水　直美
－（第5報）イソジンパーム®連日使用における手指細菌数・消毒効果の比較検証－

P-53 脊椎麻酔における術前保温の効果 －大腿骨頚部骨折観血的骨接合術における体温変化－

山鹿市立病院　竹熊　理恵
P-54 開腹手術時の術中体温管理の検討　－上肢または下肢を保温した時の術中体温を比較して－

鳥取県立厚生病院　長田　美穂
P-55 手術室看護師に関する保温器具使用の現状調査 兵庫医科大学病院　北岡　　令
P-56 手術時手洗い変更後の評価と課題 聖隷福祉事業団聖隷三方原病院　大橋　恵美
P-57 自施設の手洗い検証をもとにした揉み手洗い導入の試み 長野市民病院　込山　佳世
P-58 手術室における感染防止対策の一考察　－アイシールド着用に向けて－

日本医科大学武蔵小杉病院　冨田　賢一
P-59 術中手袋交換の必要性の検討　－速乾性擦式アルコール剤の導入を行って－

社会保険大牟田天領病院　茶井　正子
P-60 ニーズに応じた情報提供による患者参加型の術前訪問 かみいち総合病院　茶木　範子
P-61 電子カルテ及び手術部情報管理システム導入による看護業務の改善

関西医科大学附属枚方病院　西田　尚香


