
第 22 回年次大会プログラム

招待講演Ⅰ

米国における医療状況の変化と看護師の役割 AORN次期会長 Patrick Voight RN, BSN, MSA, CNOR

招待講演Ⅱ

韓国における手術室看護師の現状 KAORN前会長 Yoon Kesook RN, MSN, CNOR

第 22 回大会長講演

手術看護の教育プログラム 日本手術看護学会四国地区会長 鈴木 元子

特別講演

おへんろの誰しも持つ不幸せ 霊山寺住職 芳村 超全

教育講演Ⅰ

乳がん手術について 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部生体防御腫瘍学講座 丹黒 章

教育講演Ⅱ

手術室看護師の配置基準 新潟大学医歯学総合病院手術部 堀田 哲夫

トピックスⅠ

手術看護に大切な倫理を考えよう 首都大学東京大学院人間健康科学研究科 中村 裕美

トピックスⅡ

日本手術看護学会における中堅者教育への取り組みとその評価，今後の課題

京都府立医科大学附属病院 竹村 純子

トピックスⅢ

手術室看護要員算定調査報告

-手術室適正人員配置のための基準作り- 日本手術看護学会関東甲信越地区 上野 正文

シンポジウムⅠ：手術室でのチーム医療 -専門職者として本音で語ろう-

「麻酔科医はチーム医療のリーダー」って，ちょっと自意識過剰ですか？

公立大学法人横浜市立大学附属病院手術部 菊地 龍明

手術室における臨床工学技士の役割 三豊総合病院MEサービス科 福岡 和秀

手術室でのチーム医療 -手術部専任薬剤師の役割- 広島大学病院薬剤部 柴田ゆうか

手術室でのチーム医療 -手術室看護師- 大阪暁明館病院看護部 野本 真生

手術チームの意識作り -改めての取り組みと新たな取り組み-

高知大学医学部医療学講座医療管理学分野 小林 道也

シンポジウムⅡ：安全な手術体位確保をめざして

�．手術体位によって起こりうる神経麻痺とその予防のための基礎的知識 徳島大学運動機能外科学 酒井 紀典

�．体位確保前に必要な皮膚のアセスメントと具体的ケア 松山赤十字病院看護部 山木 一恵

�．手術体位確保に関する実態調査

-手術看護認定看護師のアンケート調査より-

�．実際にやってみよう



ミニワークショップ① どうしていますか？業者立ち入り制限

ミニワークショップ② どうしていますか？タイムアウト

ミニワークショップ③ どうしていますか？臨地実習での関わり

ミニワークショップ④ どうしていますか？新人教育

ミニワークショップ⑤ どうしていますか？患者情報の共有

中堅者受講者報告会 国家公務員共済組合連合会三宿病院 紙屋亜矢子

山鹿市立病院 廣瀬 憲一

名古屋第一赤十字病院 小澤 賀子

鳥取大学医学部附属病院 足立 好美

認定看護師活動報告会 東京大学医学部附属病院 徳山 薫

日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 古島 幸江

富士市立中央病院 望月 久子

旭川赤十字病院 西澤 佳代

看護管理受講者報告会 名古屋第二赤十字病院 高井 三枝

久留米大学病院 國武 栄子

医療法人社団愛心会湘南鎌倉総合病院 湯浅 尚子

田附興風会医学研究所北野病院 清水 里香

ランチョンセミナーⅠ

より安全な内視鏡手術を行うために -チームラパロの一員として-

近畿大学医学部外科内視鏡外科部門 今本 治彦

ランチョンセミナーⅡ

中規模病院における手術室業務改善への取り組み 市立貝塚病院診療部 中村 正人

ランチョンセミナーⅢ

今日の患者さん，温めるべきか，冷やすべきか？

すべてはあなたにかかっている，周術期体温管理。 済生会川口総合病院麻酔科 根岸 千晴

研究発表

第 1 群：術前・術中・術後訪問

1-1 手術部看護師のコミュニケーションスキルの傾向

-術前訪問におけるコミュニケーションスキルの評価- 高知大学医学部附属病院 谷 めぐみ

1-2 術前オリエンテーションの向上を考える

-写真版術前オリエンテーション用紙の患者評価- 群馬大学医学部附属病院 岡本明日香

1-3 術前訪問における患者満足度 -術後患者にアンケートを試みて- 国立病院機構高知病院 掛水 千恵

1-4 手術衣での術前訪問導入による術前訪問率向上への取り組み 市立福知山市民病院 竹谷 宏志

1-5 術後訪問の定着を目指して -新しい訪問方法による効果の検証-

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 山下 尚子

1-6 患者が望む術前訪問を目指して 昭和大学藤が丘病院 浜島 真紀

第 2群：看護教育

2-1 看護師の自己能力アップを目指すキャリアラダーの活用効果

-手術室の取り組みより- JA 徳島厚生連麻植協同病院 笹岡 昌代

2-2 効果的な配属時オリエンテーションについての考案 大阪市立総合医療センター 福永 忍

2-3 受け持ち患者の手術見学実習をより効果的にするための学習環境調整に関する研究

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 板東 孝枝

2-4 電子媒体を活用したマニュアル作成の成果 市立堺病院 河田 久美



2-5 外回り看護師の側臥位確保時の安全安楽への援助行動 -経験年数による比較検証-

東京都立府中病院 赤嵜 千春

2-6 事前学習がもたらす影響について

-災害シミュレーション時の手術室看護師の対処行動の違い- 愛媛県立中央病院 一ノ宮喜美栄

第 3 群：その他

3-1 日本語を話せない外国人手術患者へのコミュニケーション

-画用紙パネル使用前後の苦手意識の変化- 日本医科大学付属病院 中川まどか

3-2 手術を受ける人々への手術室看護師の看護実践とケアリングに関する研究

東京医科歯科大学大学院 高階 優子

3-3 日帰り手術における手術室内の音と不安の関連性 秋田社会保険病院 金谷 美樹

3-4 血管内治療において看護の専門性を高める意義 東京慈恵会医科大学附属病院 菅原由紀子

3-5 病棟看護師と手術室看護師との周術期の継続看護に対する認識 藤沢市民病院 松嵜 愛

第 4 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策

4-1 術中褥瘡予測スコア法（OPDS）からみた褥瘡発生率の調査（第 3報）

-脊椎後方手術における減圧用具の効果- 国立病院機構善通寺病院 後藤亜香里

4-2 上肢リハ効果の検証と上肢痛誘因の分析

-外科手術後の上肢痛軽減のために，上肢リハを施行して- 潤和会記念病院 四本 順子

4-3 手術体位固定に至るまでの看護師の行動 千葉県循環器病センター 鈴木 光美

4-4 脊椎後方固定手術の腹臥位における褥瘡発生についてBMI 及び手術時間との関係を検証する

聖隷三方原病院 小桐みどり

第 5 群：術前・術中・術後訪問

5-1 外来での術前手術室オリエンテーションの工夫と効果 特定医療法人緑壮会金田病院 尾崎 弘美

5-2 術前クリニックにおける看護師面談の評価 関西医科大学附属枚方病院 入垣 茜

5-3 手術室における術前訪問実施の取り組み

-手術室看護師の意識調査を行って- 川崎市立多摩病院 内山三奈子

5-4 待機している手術患者家族への看護介入 -家族のニーズと今後の課題- 国際親善総合病院 伊原 崇文

5-5 待機室で手術終了を待つ患者家族の思い -術中訪問を行って- 徳島赤十字病院 平山 章美

5-6 手術室看護師による外来手術患者への術前オリエンテーションの必要性

-術前オリエンテーションにより，不安軽減を図れるか- 市立御前崎総合病院 栗田 宮子

第 6 群：看護教育

6-1 手術室新人看護師に対する集合教育の検討 総合病院取手協同病院 竹田 郁子

6-2 手術室看護師が感じるストレスと対処行動についての検討 国立病院機構呉医療センター 得田八千代

6-3 手術室看護師による患者体験後の一考察 -日々の業務の見直しを行って- 医療法人光晴会病院 高橋麻里子

6-4 手術室新人教育の実態を把握しての一考察

-スタッフへのグループインタビューを通じて- 労働者健康福祉機構東北労災病院 高橋和佳子

6-5 手術室看護における心臓血管外科教育実態調査 -器械出し看護の視点から-

国立循環器病センター 酒井喜久子

第 7群：その他

7-1 手術準備における予備物品の未使用状況，及び片付け時間の実態 福岡大学病院 諌山 三絵

7-2 手術待機中の家族が使用するPHSの使用効果と課題 前橋赤十字病院 伊藤 芳美

7-3 マイクロ縫合針の処理・カウント方法の検討 群馬県立心臓血管センター 瀬尾 亮一

7-4 手術看護における体位に関する研究の動向と課題

-過去 5年間の手術看護学会の文献より- 奈良県立三室病院 竹田 裕

7-5 手術室看護師が『やりがい』を感じる要因 徳島大学病院 青木 敬子



第 8群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策

8-1 高度肥満手術患者の看護体験

-周手術期体位性身体損傷リスクに焦点を当てて- 市立三次中央病院 藤岡 智恵

8-2 挿管チューブ固定テープによる顔面の表皮剝離を予防する皮膚保護方法の効果とその課題

-腹臥位との関連性からみて- 市立岸和田市民病院 鐘江 昌美

8-3 手術室看護師の術中褥瘡予防に対する意識変化への取り組み

-術中褥瘡予測スコア法（OPDS）を活用して- 医療法人財団石心会狭山病院 小野寺 恵

8-4 腹臥位手術における皮膚損傷・褥瘡予防対策

-4点支持フレーム使用時の工夫- 兵庫県立尼崎病院 引山ひとみ

8-5 側臥位時における腋窩枕の検討 -適切な腋窩枕の選択- 古賀病院 21 西東 舞

第 9群：危機管理

9-1 危機管理意識の向上をめざして -火災マニュアルの作成・避難訓練を実施して-

滋賀県彦根市立病院 飛田 貴史

9-2 タイムアウトに対する手術部スタッフの意識 高知大学医学部附属病院 谷脇 実紀

9-3 ガーゼカウントマニュアル改正の方向性を探る

-ガーゼカウントをやり直した 7事例を通して- あさひ総合病院 廣田 晶子

9-4 執刀前の手術チームミーティング「ブリーフィング」の効果

-第一報 患者・医師の評価- 日本医科大学付属病院 倉藤 晶子

9-5 執刀前の手術チームミーティング「ブリーフィング」の効果

-第二報 手術室看護師の評価- 日本医科大学付属病院 上村 明子

第 10群：患者・家族への心理的援助

10-1 より良い手術室環境について考える -歩行入室を導入して-

自治医科大学附属さいたま医療センター 清水あずさ

10-2 手術中待機する家族が望む情報とは -家族インタビュー調査より- 公立神崎総合病院 井奥 美鈴

10-3 物的環境の視点から快適な家族控え室を目指して

-手術を待つ家族へのアンケート調査- 神奈川リハビリテーション病院 浅井 香苗

10-4 お迎え入室による患者とその家族への影響

-手術室看護師によるお迎え入室を導入して- 香川県立白鳥病院 西浦 弘美

10-5 手術を受ける小児・家族へのプレパレーション

-家族へのアンケート結果からの考察 その 1- 東京女子医科大学病院 橋爪 香代

10-6 手術を受ける小児・家族へのプレパレーション

-家族へのアンケート結果からの考察 その 2- 東京女子医科大学病院 荒木田真子

第 11 群：危機管理

11-1 薬剤インシデントにおける安全対策の取り組み

-手術室看護師の危険要因の理解，解決策実施状況について- 旭川医科大学病院 高橋 笑美

11-2 手術室独自の災害対策マニュアルを作成して 済生会京都府病院 古清水 涼

11-3 インシデント・アクシデント低減に向けたKY活動の取り組み

-指差し呼称を導入して- 旭川赤十字病院 西谷 敬貴

11-4 患者誤認防止対策 -手術室からの病室への患者迎え-

社団法人地域医療振興協会市立大村市民病院 石丸 貴敏

11-5 手術室看護師の術中災害に対する意識の変化 大阪船員保険病院 内田 裕美

第 12群：感染対策

12-1 手指衛生遵守率向上のためのマニュアル作成とデモンストレーションの効果 北海道大学病院 佐藤 恵

12-2 速乾性アルコール製剤を使用したラビング法の効果

-スクラブ法とラビング法の比較を行って- 市立芦別病院 山川 聖史



12-3 手術時手指衛生法の違いによる乳腺手術での手術部位感染（SSI）発生率に及ぼす影響の検討

徳島大学病院 魚住 和代

12-4 消化器外科手術におけるSSI 発生防止に向けての取り組み 神戸市立医療センター中央市民病院 新改 法子

12-5 手術室一足制導入後における手術室内環境表面の細菌学的評価 東海大学医学部付属病院 守屋 優一

第 13 群：看護記録，クリニカルパス

13-1 手術室におけるクリニカルパス導入後の効果 高知大学医学部附属病院 西川 知佐

13-2 周手術期看護記録の作成及び評価 -病棟への継続看護をめざして-

労働者健康福祉機構九州労災病院門司メディカルセンター 下津武津美

13-3 手術看護記録の充実 -術前訪問記録にアセスメント欄を導入して- 久留米大学病院 上川 朋美

13-4 術式別クリニカルパス使用の効果 -経験年数別による比較検討- 総合病院取手協同病院 林田 彩子

13-5 術式別クリニカルパスの評価

-スタッフの意識調査と記録監査を通して- 名古屋第二赤十字病院 早川 志穂

13-6 手術室看護記録の質の向上を目指して -効果的な学習会について考える-

総合病院国保旭中央病院 衣鳩 浩美

第 14 群：手術室運営，看護管理

14-1 手術室看護師のやりがいを知る

-手術看護の専門性との関連性を検証する- 富士市立中央病院 河合 利枝

14-2 器械出し看護師による情報収集の評価 北海道整形外科記念病院 松館 弘子

14-3 手術室災害訓練におけるアクションカードの有用性について 国立病院機構災害医療センター 齋藤 意子

14-4 暗記法とチェックリスト法による器械出し看護師の疲労度の比較 綜合病院山口赤十字病院 加藤 恵里

14-5 使用薬品取り漏れ防止に対する取り組み 国立病院機構熊本医療センター 浦川 美季

第 15 群：危機管理

15-1 A病院手術室におけるガーゼカウントの現状とエラー要因の分析

労働者健康福祉機構愛媛労災病院 小川 早智

15-2 手術室におけるインシデントの実態調査 近畿大学医学部堺病院 住野加代子

15-3 タイムアウト（執刀前確認）を検証する 新潟県立中央病院 佐藤 邦夫

15-4 手術室における災害看護

-スタッフの災害への意識と当手術室の問題について共有する- 済生会川口総合病院 小野あゆみ

第 16 群：体温管理，その他

16-1 血管外科（非体外循環）手術における術中加温方法の検討

-温水マットとアンダーブランケット温風式加温装置の比較- 札幌医科大学附属病院 秋山 佳子

16-2 開腹手術を受ける新生児の体温管理 -液垂れ防止吸収パットの効果- 愛仁会高槻病院 田村 律子

16-3 載石位での全身麻酔下開腹手術中の体温管理方法

-温風式加温装置と温水式加温装置の比較- 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 一和明日香

16-4 コルチゾール値を指標としたアロマテラピーの有効性の検討

-眼科手術患者への導入を目指して- 獨協医科大学病院 山本亜矢子

16-5 ラテックスアレルギー患者への対応

-少ない経験知から安全な看護を提供していくために- 愛媛県立中央病院 樋野洋一郎

第 17群：患者・家族への心理的援助

17-1 患者の家族からの希望により行なった術中訪問を振り返る 富山県済生会高岡病院 石田 静恵

17-2 歩行入室を選択した患児の歩行入室に対する思い 国立病院機構香川小児病院 中落美智代

17-3 手術室での術前不安軽減に好みの音楽が与える影響 鹿児島市医師会病院 花倉かおり

17-4 手術室入室を待つ患者への看護介入方法の検討

-待ち時間に対する不安の程度調査に基づいて- 自治医科大学附属病院 小林 由衣

17-5 意識下で手術を受ける患者にタッチを試みての評価



-心電図のCVR-Rと STAIの変化を検証して- 愛知県碧南市民病院 杉浦 麻美

17-6 予定の帝王切開術にバースプランを取りいれて 西尾市民病院 渡辺 涼子

第 18群：情報開示，看護倫理，手術室運営，看護管理

18-1 手術室看護師の倫理観を高めるために -手術室に倫理委員を設置して- 愛媛県立中央病院 渡部 早人

18-2 手術室管理からみた一足制 千葉大学看護学部 鈴木 明子

18-3 誤認手術防止にタイムアウトを導入した効果 島根県立中央病院 狩野 芳子

18-4 歩行入室導入の確立を目指して -病棟看護師の歩行入室の意識調査と現状把握より-

大牟田市立総合病院 松嶋 優子

18-5 時間外勤務短縮への取り組み -ターンアラウンドタイムに注目して- 函館五稜郭病院 児玉江梨子

第 19群：感染対策

19-1 腹式帝王切開手術部位感染サーベイランスの取り組み 東京都立府中病院 飯塚由紀恵

19-2 手術部位感染サーベイランスの取り組みから得た手術室における予防策の検討 東京都立府中病院 米谷 恭子

19-3 外回り看護師の眼周囲の保護についての取り組み 北海道大学病院 櫻井 未来

19-4 針刺し切創事故ゼロにむけて防止対策としての取り組み 昭和大学病院 岡田 貴枝

ポスター発表

示説Ⅰ：危機管理，感染対策

P-1 災害時に対する工夫 -停電を想定した疑似体験を通して- 日本医科大学武蔵小杉病院 西 有香

P-2 術中MRIシステムにおける安全管理 名古屋セントラル病院 石黒ひとみ

P-3 長時間手術における手袋交換の検討 金沢社会保険病院 釜谷めぐみ

P-4 手術室における外回り看護師の手指消毒実施状況 高知大学医学部附属病院 高岡 寿明

P-5 A病院の手術時手洗いにおけるスキントラブルの実態 秋田赤十字病院 鈴木 利歌

示説Ⅱ：術前・術中・術後訪問

P-6 高齢者に優しい術前オリエンテーション用紙の効果 岩手県立江刺病院 菊池みゆき

P-7 患者の自己効力感向上につながる術前訪問の検討 三菱重工業（株）長崎造船所病院 本田 綾子

P-8 患者訪問研究から観た援助意識の変化について

-術前・術中・術後訪問から- 京都市立看護短期大学 山本多香子

P-9 術後訪問の実施拡大へ向けて 済生会山形済生病院 阿部富貴子

P-10 術後訪問定着化に向けての取り組み 労働者健康福祉機構和歌山労災病院 田中友季子

P-11 患者が求める手術看護と看護師の理想とする手術看護の実態について

東京都保健医療公社大久保病院 中野 雅子

示説Ⅲ：看護教育

P-12 基幹災害医療センターにおける手術室能力の向上

-災害時の手術室対応教育プログラムとしての DRSTOPカードとSSTの導入- 都立広尾病院 平野めぐみ

P-13 手術室急変時トレーニングプログラムの開発 埼玉県立がんセンター 金澤 由枝

P-14 A病院手術部におけるキャリアラダーを取り入れた教育システム 徳島大学病院 魚住 和代

P-15 新人教育チェックリストの評価と今後の展望 旭川赤十字病院 西澤 佳代

P-16 手術キャリアラダーの実態調査 福井県立病院 三田 直子

示説Ⅳ：手術室運営，看護管理

P-17 拘束制から 2交代制へ -手術室運営に関する一考察- 医療法人社団愛心会湘南鎌倉総合病院 長坂 洋子

P-18 入退室時間からみる業務評価 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-19 低リスク患者の歩行入室導入に向けた取り組み

-移送時間短縮と看護業務の効率化を目指して- 医療法人王子総合病院 田村 麗理

P-20 器械コンテナとカスタムキットシステムの活用と効果 大牟田市立総合病院 大膳 史子



示説Ⅴ：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策，看護記録，クリニカルパス

P-21 整形外科における腹臥位手術の褥瘡予防 東京都保険医療公社多摩北部医療センター 石井 祐子

P-22 腹臥位での手術における発赤の発生要因について 石川県済生会金沢病院 正武田千晶

P-23 麻酔記録と連動した手術看護記録 小牧市民病院 長瀬 仁

P-24 手術室看護記録改善後の病棟看護師からの評価 -継続看護を目指して- 大阪府済生会吹田病院 田中 善子

示説Ⅵ：その他

P-25 心臓血管外科手術におけるオリジナル針カウント用具の考案

-従来用具と発泡スチロールを使用した用具の使用比較- 医療法人社団浅ノ川金沢循環器病院 山岸 弘美

P-26 手術看護に関する研究の動向と課題 -過去 5年間の文献研究より- 奈良県立三室病院 比澤万有美

P-27 上肢抑制帯の改善 -はずれない，引き抜けないを追求して- 関西電力病院 芥川 典子

P-28 器械管理カウンターの作成と有用性について 医療法人財団神戸海星病院 田中 章元

P-29 ラテックスアレルギー患者の手術受け入れに対する試み 兵庫県立尼崎病院 植村 成生


