
第�日目 プログラム

第 1会場：コンベンションホールB 11 月 13 日(金)

8：50〜9：00 オリエンテーション

9：00〜9：30 オープニングセレモニー

地区会長挨拶 全国 11 地区会長

功労者表彰 大沢 修子

9：30〜10：00 開会式

第 23 回大会長挨拶 日本手術看護学会関東甲信越地区会長 石橋 まゆみ

理事長挨拶 日本手術看護学会理事長 久保田由美子

来賓祝辞 社団法人千葉県看護協会副会長 山下 朱實

10：10〜11：10 招待講演Ⅰ（合同）

司会：久保田由美子（日本手術看護学会理事長)

アメリカにおける周手術期のNPと PAの活動

AORN前会長 Susan K. Banschbach

11：20〜12：20 招待講演Ⅱ（合同）

司会：佐藤 紀子（東京女子医科大学看護学部)

中国における手術看護の現状と課題

首都医科大学附属北京天壇医院 Wang Caiyun

マレーシアにおける手術看護の現状と課題

マラヤ大学メディカルセンター Sharipah Asiah

12：40〜13：40 教育セミナー（合同)

司会：高階 雅紀（大阪大学医学部附属病院手術部MEサービス部)

プリオン病感染予防ガイドライン（2008 年）要約の解説

大阪大学医学部附属病院手術部MEサービス部 高階 雅紀

プリオン病感染予防ガイドラインの実践

福井赤十字病院手術部 真鍋 照美

14：00〜15：00 トピックスⅠ

司会：土蔵 愛子（聖母大学看護学部)

周産期医療と手術室の連携について

昭和大学病院産婦人科 岡井 崇

15：10〜17：10 シンポジウムⅠ：チーム医療の構築 -今後の課題と展望-

司会：工藤 一大（帝京大学医学部附属溝口病院麻酔科）鈴木 元子（徳島大学病院)

外科医の立場から -プロフェッショナリズムを求めて- 順天堂大学練馬病院総合外科 児島 邦明

「周術期管理チーム」の具体化に向けての提案 東京女子医科大学麻酔科学 野村 実

臨床工学技士の立場から 北里大学病院MEセンター部 古平 聡

薬剤師の立場から JA長野厚生連佐久総合病院薬剤部 堀内 賢一

手術室認定看護師の立場から 北海道大学病院手術部ナースセンター 山本 裕子

手術室看護管理者の立場から 千葉大学医学部附属病院手術部 薦田しず江



第 2会場：コンベンションホールA 11 月 13 日(金)

14：00〜15：00 研究発表 第 1群：看護教育

座長：渋谷かをり（北海道大学病院)

1-1 手術室看護に対する病棟・外来看護師の意識調査

-手術室への関心度を明確化する- 小牧市民病院 河辺 紅美

1-2 器械出し看護師の手術材料の収集・準備・追加の実態と課題 前橋赤十字病院 田島 悟

1-3 業者立会い制限に向けて整形外科手術の効果的な器械出し学習方法の見直し

-手術室看護師への意識調査の結果より- 盛岡赤十字病院 佐々木智一

1-4 手術室中堅以上の看護師に対してのキャリアラダーの評価

-技能評価チェックリストによる看護師経験年数と手術室経験年数との関連から-

山形市立病院済生館 横尾ルリ子

1-5 パークベンチ体位に対するスタッフ教育

-マニュアル作成とデモンストレーションの効果の検証- 那覇市立病院 桃原 政美

15：05〜16：05 研究発表 第 3群：患者・家族への心理的援助

座長：橋本 久子（長崎大学病院)

3-1 帝王切開術を受ける妊産婦が求める手術室看護師の役割 済生会山形済生病院 加藤 美樹

3-2 意識下手術患者に対する不安緩和ケア

-術中に DVD観賞を試みて- 常滑市民病院 森田 陽子

3-3 帝王切開を受けた患者の母児対面の現状とニーズ 東邦大学医療センター大森病院 佐々木希世

3-4 看護師が選曲した術中音楽のリラクゼーション効果の検討

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 時岡 加枝

3-5 夫立合い帝王切開に対しての意識調査

-立会いのできる帝王切開を目指して- 市立砺波総合病院 山本真理子

16：10〜17：10 研究発表 第 6 群：その他

座長：菅野 清子（仙台医療センター)

6-1 手術室に配置転換した病棟経験看護師のストレス調査 兵庫医科大学病院 上村 朝美

6-2 器械出し看護業務の疲労と疲労に影響を及ぼす要因との関連を探る 高知赤十字病院 清家 伸恵

6-3 A 大学病院手術室における看護師の職務満足度

-10 年前の調査結果との比較- 久留米大学病院 村田 幸子

6-4 手術室におけるサポートシステムの確立 鳥取県立中央病院 米山 知江

6-5 手術看護認定看護師の役割をさぐる -相談内容の分析から- 松山赤十字病院 堀田 順子

第 3会場：国際会議室 11 月 13 日(金)

12：40〜13：40 ランチョンセミナー 1

司会：山蔭 道明（札幌医科大学医学部麻酔科学)

看護視点で考える手術中の体温管理 -適切な体温管理 適切な測定部位-

医療法人清田病院中央手術室 及川 慶浩

14：00〜15：00 研究発表 第 2群：危機管理

座長：川田佳代子（黒部市民病院)

2-1 タイムアウト時の患者回答内容の正確性と心理的な影響 東芝病院 浅野 博子

2-2 手術室のインシデント・アクシデントの現状と看護師の事故防止に対する意識調査

山口県済生会下関総合病院 渡邉 礼子

2-3 超緊急帝王切開術におけるA手術室での取り組み

-シミュレーションを導入して- 綾部市立病院 山口のぶ代

2-4 タイムアウトの現状と今後の課題 -客観的評価と意識調査を行って- 旭川赤十字病院 墓田 理恵



2-5 タイムアウト導入後半年間における実態調査

-患者が安全で安心して受けられる有効的なタイムアウトの実施をめざして-

昭和大学藤が丘病院 岡田 貴枝

15：05〜16：05 研究発表 第 4群：術前・術中・術後訪問

座長：三枝 典子（前橋赤十字病院)

4-1 患者参加型看護の充実を目指した術前訪問の検討

-手術室看護師と患者の意識調査を行なって- 久留米大学医療センター 大橋 法代

4-2 術前・術後訪問の定着化への取り組み

-実施調査とスタッフへの意識調査を行って- 名古屋第二赤十字病院 西門 香苗

4-3 TPO（時・所・場合）を考慮した真のインフォームド・コンセントを考える

-私達の「伝える」と患者の「伝わる」がイコールになることを目指して- 水島中央病院 中桐 恵

4-4 手術室看護師のコミュニケーション・センスの習得

-術前訪問の質の向上を目指す- 神戸医療センター 土谷いちず

4-5 ユニバーサルデザインを取り入れた術前オリエンテーションビデオの作製 千葉県立佐原病院 石川 佳樹

16：10〜17：10 研究発表 第 7群：その他

座長：川崎 広子 （国立病院機構京都医療センター)

7-1 手術室看護師におけるナラティブ発表会の効果 久留米大学病院 國武 栄子

7-2 手術室看護師の患者を尊重しようとする思い

-全身麻酔導入前の患者との関わりの中で- 国立病院機構高知病院 西森 真紀

7-3 全身麻酔下で手術を受ける患者に対する手術室看護師のケアリングの構造

元日本赤十字広島看護大学大学院 中島真由美

7-4 麻酔前投薬の有無による患者の術直前不安の比較 石川県立中央病院 山本 淳子

7-5 手術室看護の面から見た帝王切開時カンガルーケアの評価

-安全性の立証と母親の情緒的満足度の向上を目指して- 中国電力（株）中電病院 木村 将和

17：20〜18：20 イブニングセミナー：

すぐに使える手術部管理の実践的知識 -「手術医療の実践ガイドライン」より-

司会：山田 芳嗣（東京大学医学部附属病院麻酔科)

機能評価Ver 6.0取得に向けての手術室での取り組み 大阪警察病院中央手術室 池邊 美佳

手術患者の安全管理の実際 武蔵野赤十字病院呼吸器外科 矢野 真

機器の標準化を実現する新たなリース 東京センチュリーリース（株） 小泉 英二

第 4会場：中会議室 201 11 月 13 日(金)

14：00〜15：00 認定看護師活動報告会

司会：久保 信子（徳島赤十字病院）永元 朋子（滋賀医科大学医学部附属病院）

周手術期における手術看護に対する認識調査 立正佼成会附属佼成病院 服部 淳子

手術看護認定看護師 4 期生活動報告 函館厚生院函館五稜郭病院 堂本 直人

自施設での活動報告と看護の質の評価 大分県立病院 高村 智子

自施設での活動報告 京都第一赤十字病院 小林 由美

15：05〜16：05 研究発表 第 5群：皮膚・神経障害の予防

座長：多田 淳子（香川大学医学部附属病院)

5-1 手術室チームで行なう体位管理への取り組み

-体位マニュアルの改訂とその効果- 厚木市立病院 長谷川明美

5-2 側臥位時における腋窩枕の検討

-効果的に体圧を分散・低下させる為の枕形状の見直し- 古賀病院 21 徳安 理代



5-3 四点支持台を用いた腹臥位手術における体圧分散の為の大R部マットの工夫

-スタッフをモデルとしての考察- JA 広島厚生連廣島総合病院 中野あゆみ

5-4 脳神経外科手術による腹臥位での褥瘡予防対策 名古屋第二赤十字病院 小原 深鈴

5-5 4点フレームを用いた腰椎後方手術における体圧分散状態の検証

-体圧分散用具を使用した腹臥位手術の体圧分散効果- 国立病院機構福山医療センター 早川由季子

16：10〜17：10 研究発表 第 8群：感染対策

座長：池邊 美佳（大阪警察病院)

8-1 肉眼では確認できない眼周囲への血液・体液曝露調査 市立枚方市民病院 泉 由香里

8-2 大腸手術における手術部位感染（SSI）サーベイランス

-術中不潔操作手順見直し前後の比較- 国立病院機構四国がんセンター 二宮 鮎美

8-3 ケアバンドル導入によるSSI（手術部位感染）予防効果の検討 石巻市立病院 松本 亜紀

8-4 手術部位感染防止を目指して -開頭術SSIサーベイランスを実施した結果- 大田原赤十字病院 横井さとみ

8-5 ツーステージ法とウォーターレス法の手術時手指消毒効果の比較

労働者福祉機構九州労災病院門司メディカルセンター 河野満利子

ポスター会場：ファンクションルームB 11 月 13 日(金)

14：00〜15：00 示説Ⅰ：感染対策

司会：平 敦子（広島市立安佐市民病院)

P-01 手術室看護師による緊急プラズマ滅菌時における生物学的インジケータ導入の経緯

箕面市立病院 佐藤久美子

P-02 ウォーターレス法による手術時手指消毒法の導入を目指して 北里大学東病院 三井 智好

P-03 手術時ウォーターレス擦式手指消毒法の評価

-(第 7報）従来の手術時手指消毒法と擦式手指消毒法の比較・検証- 川崎医科大学附属病院 清水 直美

P-04 手術時手洗いとしてブラシを使用する群とブラシを使用しない群の手指細菌培養結果からの検証

鹿児島厚生連病院 桐野 恵

P-05 間接介助者の眼周囲への血液飛散調査

-出血量測定時とそれ以外の間接業務時の血液飛散状況を比較して- 滋賀県立成人病センター 青木 寿栄

P-06 手術室外回り看護師における手指の清潔保持に関する実態調査 近畿大学医学部堺病院 津田 和美

P-07 手術中の一重滅菌手袋のピンホール発生における実態調査 佐野厚生総合病院 小貫 晶代

15：05〜16：05 示説Ⅱ：危機管理，その他

司会：足立 洋子（兵庫県立姫路循環器病センター)

P-08 手術室における災害対策への取り組み

-地震災害フローチャートの作成と物品の整備- さいたま赤十字病院 渡辺由紀子

P-09 手術室の震災対策 東京都立清瀬小児病院 植田 直美

P-10 手術中発火の症例報告からみた要因の検討

-豚肉を使用した実験からの分析- 埼玉県立がんセンター 臼井 久子

P-11 ガーゼカウントにおけるエラーの要因分析と改善への取り組み 市立小樽病院 竹生 直矢

P-12 手術室入室時にヒヤリとした経験と術前準備と処置の確認状況の実態 島根県立中央病院 長廻 博子

P-13 A 病院の術後訪問が定着しない要因

-スタッフへのインタビュー結果から，今後の課題を見出す- 新潟県立がんセンター新潟病院 瀬崎 理恵

P-14 術前訪問に対するロールプレイングの実施とその効果

-コミュニケーションスキルの向上をめざして- 松山市民病院 中川 卓也



16：10〜17：10 示説Ⅲ：手術室運営，看護管理

司会：折笠 康栄（愛知県がんセンター中央病院)

P-15 防災意識向上への取り組み あいち小児保健医療総合センター 山田 知佳

P-16 診療科別グループの円滑な運営に向けてのアプローチ 久留米大学医療センター 稲員ルミ子

P-17 手術用リネンリユースシステムを導入したコスト削減効果

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 森 裕子

P-18 手術室退室確認項目によるプロセス評価への取り組み 上尾中央総合病院 髙橋 健治

P-19 開頭手術に対する手術室看護師の意識の変化

-視覚的教材導入と勉強会実施によるイメージ化に取り組んで- 大田市立病院 島 扶有美

P-20 手術室看護師が経験する異動時から 7〜8ヶ月の心理的適応過程 福井県済生会病院 坂本三千代

P-21 手術室男性看護師の専門職的自律性に影響する要因の明確化 徳島大学病院 横谷 知也

Asian Forum：ファンクションルームA 11 月 13 日(金)

14：00〜17：00 The 2nd Asian Perioperative Nursing Leadership Forum



第�日目 プログラム

第 1会場：コンベンションホールB 11 月 14 日(土)

10：00〜10：50 教育講演

司会：菊地 京子（東邦大学医療センター大橋病院)

医療における看護の方向性と展望

社団法人日本看護協会常任理事 永池 京子

11：00〜11：40 大会長講演

司会：植西 淳子（日本手術看護学会京都地区会長)

組織運営と手術室看護

-部署目標に沿った手術看護の質向上について- 日本手術看護学会関東甲信越地区会長 石橋まゆみ

11：40〜12：00 トピックスⅡ

司会：野本 真生（大阪暁明館病院)

日本手術看護学会としての手術看護要員算定数の報告

-手術室看護要員算定調査報告 2009- 日本手術看護学会手術室看護要員算定調査 上野 正文

12：10〜12：30 総会

司会：中村 裕子（日本手術看護学会関東甲信越地区)

12：45〜13：45 ランチョンセミナー 2

司会：野本 真生（大阪暁明館病院）

魅力ある手術看護への挑戦 -手術看護へ専念するための取り組み- 大阪労災病院 森石 好江

14：00〜15：00 特別講演

司会：大鐘 隆宏（名古屋第一赤十字病院)

人とイルカの新たな関係 和歌山県「ドルフィンベェイス」代表 三好 豪

15：05〜16：05 研究発表 第 15 群：患者・家族への心理的援助，その他

座長：分倉千鶴子（鳥取大学医学部附属病院)

15-1 小児手術における術前の親へのサポート方法の検討

-親への半構成的面接を実施して- 国立病院機構京都医療センター 田口 茉衣

15-2 歩行入室での手術室環境を検討 -環境に着目して- 医療法人白十字会白十字病院 黨 裕未

15-3 手術室における口腔乾燥軽減にむけた取り組み 仙台オープン病院 千葉 優子

15-4 整形外科におけるインプラント手術に対する立会基準を受けての意識の変化

-固定チームでの 1年間の振り返りを試みて- 岩手医科大学附属病院 鈴木 祥子

15-5 周手術期における病棟―手術室間の連携に関する検討

-病棟看護師が手術室看護師に求める期待- 医療法人川崎病院 藤本 雅子

16：10〜17：10 研究発表 第 18群：危機管理，その他

座長：赤澤 幸恵（公立富岡総合病院)

18-1 呼吸器外科手術後の肩痛に対する上肢支持器の効果 東北厚生年金病院 大槻 春佳

18-2 入室から麻酔導入時までの看護師の認識と行為に関する研究

-患者と看護師の相互作用を通して- 福井大学医学部附属病院 青池智小都

18-3 下肢タニケットの最低駆血圧設定における経皮的動脈酸素飽和測定装置の有用性

自衛隊札幌病院 山畑 玲子

18-4 ラテックスアレルギー対策変更の有効性 聖隷横浜病院 有田 美幸

18-5 わが国における脳死下臓器提供の摘出手術開始時刻の実際

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



17：10〜17：20 閉会式：第 24回年次大会案内・次期大会長挨拶（次期開催地 京都市)

日本手術看護学会京都地区会長 植西 淳子

17：20 閉会の辞

日本手術看護学会関東甲信越地区副会長 石山 映子

第 2会場：コンベンションホール A 11 月 14 日(土)

8：00〜9：00 モーニングセミナー：認定看護師が伝える器械出し看護 -心と技-

司会：横沢 京子（帝京大学医学部附属溝口病院）堀越 悦子（長岡赤十字病院)

9：00〜9：50 ミニワークショップ 1：タイムアウト

司会：石川 郁子（KKR札幌医療センター）西向 秀代（福井赤十字病院)

10：00〜11：00 研究発表 第 9群：看護教育

座長：小林 千尋（愛知医科大学病院)

9-1 手術室看護師の体位設定における意識の変化を知る

-マニュアル改善を通して- 黒部市民病院 稲村由美子

9-2 ウォーターレス法導入に向けたクリニカルラダー別学習会の効果 米沢市立病院 丸田 瑞穂

9-3 冠動脈バイパス術器械出しの技術指導に関する事前学習効果

-DVDを使用して- 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 浦川 祐希

9-4 手術室見学実習における学生の学びと学生指導の課題 米沢市立病院 佐藤 政俊

9-5 手術室における術中大量出血症例の看護実践能力向上を目指して

-シミュレーションでの行動評価- 日本医科大学多摩永山病院 鈴木 勇次

11：05〜12：05 研究発表 第 11 群：看護教育

座長：西村 路子（滋賀医科大学医学部附属病院)

11-1 統一した術中体位固定方法の習得を目指した学習プログラムの検討

国立病院機構災害医療センター 吉田 弘毅

11-2 消化器外科内視鏡下手術看護における新人指導に集合教育を取り入れて

大阪市立総合医療センター 古川 美紀

11-3 手術室看護師の専門職的自律性の特徴

-主観的・客観的評価の相違- 山梨大学医学部附属病院 長澤美佐子

11-4 ラダー 0の針刺し防止に向けた外回り看護師の意識調査からみえたこと 昭和大学病院 鈴木 美穂

11-5 腹腔鏡手術における看護師の役割

-物品，器械整理と教育への取り組み- 西宮市立中央病院 浜崎 弘子

12：45〜13：45 ランチョンセミナー 3

司会：深澤佳代子（新潟県立看護大学)

標準化はÉ手順ËからÉ機器Ëへ -手術機器をより安全に，より使いやすく-

信州大学医学部附属病院手術部 西村チエ子

大阪警察病院中央手術室 池邊 美佳

15：10〜17：10 シンポジウムⅡ：認定看護師による安全な体位確保を目指して

司会：神山 啓子（日本大学医学部附属板橋病院）倉藤 晶子（日本医科大学付属病院)

関東甲信越地区手術看護認定看護師チーム



第 3会場：国際会議室 11 月 14 日(土)

8：00〜9：00 モーニングワークショップ：日々奮闘中の主任・師長さん集まれ！

司会：濱田 和代（姫路赤十字病院）景山 順子（総合病院国保旭中央病院)

9：00〜9：50 ミニワークショップ 2：体内遺残防止

司会：石原百合子（岡山大学病院）鈴木眞理子（埼玉医科大学総合医療センター)

10：00〜11：00 研究発表 第 10 群：危機管理

座長：高野けい子（神戸市立医療センター中央市民病院)

10-1 手術室災害対策訓練実施による災害に対する意識と知識の変化

-訓練前後にアンケート調査を実施して- 三豊総合病院 守谷 正美

10-2 プロトコルを使用した災害時の避難手順の作成

-新手術部における災害発生時の避難行動の統一のために- 山形大学医学部附属病院 渡辺 麻佳

10-3 患者参加型タイムアウトが患者に与える心理的影響に関する検討

-患者に行った質問紙調査より- 福井赤十字病院 松田ゆう子

10-4 手術部看護師の火災に対する基本的な知識と行動の変化

公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 原 理恵

10-5 A病院手術室における「手術看護関連エラー 11 分類」を用いた

インシデント・アクシデントレポートの要因分析 東海大学医学部付属病院 井川 拓

11：05〜12：05 研究発表 第 12 群：患者・家族への心理的援助

座長：美馬 欣子（徳島市民病院)

12-1 手術終了を待つ家族の不安要因を探る 高知赤十字病院 松高 ゆり

12-2 手術室看護師の同伴入室が患者に与える影響 愛知県がんセンター中央病院 齋藤 和佐

12-3 手術室入室時に不安を抱く患者の精神的ケア 福井大学医学部附属病院 朝倉 佑介

12-4 白内障手術を受ける患者の心理 秋田赤十字病院 照井 晴美

12：45〜13：45 ランチョンセミナー 4：エビデンスに基づく医療関連感染対策への第一歩

司会：大毛 宏喜（広島大学病院感染管理室）

1．手術にまつわる感染対策 -SSI＋αな対策を- 三重大学大学院医学系研究科 小林美奈子

2．手術用手袋から考える器械出しナースの手荒れ予防 医療法人清田病院中央手術室 及川 慶浩

14：00〜15：00 研究発表 第 14 群：体温管理

座長：近江 初江（NTT東日本東北病院)

14-1 脊椎手術の効果的な保温の検証 東北中央病院 奥山 麻美

14-2 OPCAB（心拍動下冠動脈バイパス術）時の体温低下防止

-術前保温と加温器を用いた新保温方法の有用性- 三菱京都病院 廣江 美沙

14-3 術中体温管理におけるボディーウォーマーⓇの有用性に関する比較・検討

群馬大学医学部附属病院 小林 春美

14-4 脊椎手術患者の体温低下予防の検討

-ホールフレームⓇを使用した腹臥位での加温方法の工夫- 広島市立広島市民病院 光田 詩帆

14-5 砕石位・開脚位における体温低下防止の取り組み -執刀前からの下肢被覆の検討-

国立病院機構長崎医療センター 長坂 隆史



15：05〜16：05 研究発表 第 16 群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策

座長：宇山 珠美（京都府立医科大学附属病院)

16-1 小児外科手術での 10％ポピドンヨードによる接触性皮膚炎の予防

-チオ硫酸ナトリウム液使用の有用性- 北里大学病院 飯島 道子

16-2 テープ・特殊体位によるスキントラブルに着目して

-手術室におけるスキントラブル予防効果の検討- 獨協医科大学病院 辻 和美

16-3 人工股関節置換術時の支持器の接触部位における皮膚保護の検討

東京医科歯科大学医学部附属病院 波田野江里子

16-4 手術室における DTI発生の現状分析 関西電力病院 若林美絵子

16-5 間欠的空気圧迫装置使用時の減圧物品併用による大c静脈血流速度の比較検討 北海道大学病院 宮島めぐみ

16：10〜17：10 研究発表 第 19 群：感染対策

座長：石田 暁子（東京慈恵会医科大学附属病院)

19-1 手洗いにおけるウォーターレス法の導入に向けて 新行橋病院 南 理恵子

19-2 手袋サイズを基準にした速乾性手指消毒薬至適使用量の検討 名古屋セントラル病院 安達 麻記

19-3 手術時手洗いの変更に伴う手指の菌数試験結果

-グローブジュース法を用いて- 川崎市立多摩病院 小泉 恵子

19-4 器械出し看護師の心臓外科手術時における二重手袋装着のピンホール発生実態調査

-アウター手袋交換時期を 2時間と設定して- 愛知県立循環器呼吸器病センター 島浦 志保

19-5 器械出し看護師のゴーグル着用率の向上への取り組み 広島大学病院 新開 由梨

第 4会場：中会議室 201 11 月 14 日(土)

9：00〜9：50 ミニワークショップ 3：薬剤事故防止

司会：高橋 恵子（NTT東日本関東病院）倉藤 晶子（日本医科大学付属病院)

10：00〜11：00 中堅者受講者報告会

司会：一番合戦ひとみ（順天堂大学医学部附属練馬病院）高川 茂（産業医科大学病院)

東京歯科大学市川総合病院 小野 章子

順天堂大学医学部附属練馬病院 中野ゆかり

兵庫県立姫路循環器病センター 藤本 和美

市立三次中央病院 藤岡 智恵

山鹿市立病院 野口ひとみ

11：05〜12：05 研究発表 第 13 群：術前・術中・術後訪問，その他

座長：山田 美佳（公立丹南病院)

13-1 全身麻酔全症例術後訪問実施前後での看護師の意識変化

-術後訪問の導入・定着に向けて- 国立がんセンター中央病院 阿久津真実

13-2 麻酔科医と共同で行う術前訪問における業務効率 康生会武田病院 岡本 直子

13-3 手術担当外回り看護師の術前訪問による患者の不安軽減に対する有用性の検討

-術前・術後の STAIによる比較- 奈良県立三室病院 比澤万有美

13-4 短時間で有効な術直前カンファレンスを実施しての評価

-カンファレンス成立のための行動分析- 岩手医科大学附属病院 登嶋美樹子

13-5 女性が多い職場で働く男性看護師のストレスの特徴

-職業簡易ストレス調査から- 自治医科大学附属病院 吉川 賢行

13-6 前立腺癌全摘手術における内視鏡手術ロボット da VinciⓇSurgical System導入後の現状報告

東京医科大学病院 新里 智子



12：45〜13：45 ランチョンセミナー 5

司会：稲嶺 進（社会医療法人敬愛会中頭病院消化器外科）

�．ディスポーザブル製品（Single Use Device）の安全使用について -再滅菌使用の危険性-

ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）エチコンエンドサージェリー事業部 水場 勲

�．ディスポーザブル医療器材再使用廃止への道のり 社会医療法人敬愛会中頭病院手術室 上江田幸花

14：00〜15：00 看護管理受講者報告会

司会：植西 淳子（京都第一赤十字病院）佐藤 澄子（杏林大学医学部付属病院)

獨協医科大学病院 小森富美子

鹿児島市立病院 津 ひろみ

市立福知山市民病院 青木 道世

名古屋第一赤十字病院 新井 千香

15：05〜16：05 研究発表 第 17群：患者・家族への心理的援助

座長：菊地 雅文（済生会千里病院)

17-1 母子同伴入室する親子の麻酔導入までの行動と心情の調査

-母親へのインタビューを通して分かってきたこと- 労働者健康福祉機構浜松労災病院 堀田有朋子

17-2 心臓血管外科手術を受ける患者の術前心理に関する研究

-手術前夜の患者の語りを通して- 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 古島 幸江

17-3 手術室において心地よい音楽の音量とその方向 市立岸和田市民病院 上垣 真実

17-4 手術室入室時に手術のために裸になった患者の思い 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 柴田和佳奈

17-5 手術を受ける女性患者が感じる羞恥の場面と程度についての実態調査

公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 加納 志保

16：10〜17：10 研究発表 第 20 群：術前・術中・術後訪問

座長：平野 博美（東京医科歯科大学医学部附属病院)

20-1 患者参画型看護介入が周術期の患者に与える影響

-手術前導入時の看護介入に対する反応に着目して- 鳥取大学医学部附属病院 岩﨑 奈美

20-2 術中看護実践の評価率の向上を目指して

-術後訪問用紙の活用- JA長野県厚生連小諸厚生総合病院 松本瑠身子

20-3 手術待機中の患者の家族への術中訪問（第一報）

-PHS導入に向けて- 済生会京都府病院 斎藤千佳世

20-4 手術待機中の患者の家族への術中訪問（第二報）

-PHSを導入して- 済生会京都府病院 柳原 裕子

20-5 手術終了を待つがん患者家族の不安に影響する要因 国立病院機構四国がんセンター 松丸 美香

ポスター会場：ファンクションルームB 11 月 14 日(土)

10：00〜11：00 示説Ⅳ：看護管理，DVT対策

司会：松野 修一（産業医科大学病院)

P-22 手術看護記録の分析と評価 千葉大学医学部附属病院 鈴木 和也

P-23 記録監査から見えた今後の課題

-看護実践に対する質の監査を行って- 大牟田市立総合病院 雪野 美和

P-24 術前訪問の情報収集用紙における実態調査 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 山本 純史

P-25 手術室におけるクリティカルパスの看護記録の実態と課題 国立病院機構大分医療センター 田中 友之

P-26 正しい弾性ストッキング着用への取り組み

-リーフレットを使用した実演指導を行って- 厚生連高岡病院 高野英公子



P-27 脊椎後方手術を受ける患者の皮膚障害予防対策

-マニュアルを作成して- 日本赤十字社長崎原爆病院 福田 松文

P-28 手術室器械出し看護師の下肢血流量の変化と弾性ストッキングの有効性について

富山市立富山市民病院 竹中 恭子

11：05〜12：05 示説Ⅴ：皮膚・神経障害の予防，DVT対策

司会：阿部真紀子（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院)

P-29 鏡視下手術における体位固定法の工夫

-上肢外転 90度固定から 45度固定に変更して- 今村病院 坂本 真紀

P-30 腹臥位での脊椎手術における褥瘡発生の予防 市立貝塚病院 茶谷あゆみ

P-31 脳外科側臥位手術における術中患者の角度と手術時間の関連と分析

脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 三浦 聡

P-32 全身麻酔手術を受ける患者の褥瘡発生軽減に向けて

-褥瘡発生リスク要因の検証- 洛和会音羽病院 品川 眞己

P-33 手術室における弾性ストッキング装着状況の実態

-ロングタイプとショートタイプの手術室における有用性の比較- 市立堺病院 三淵 未央

P-34 仰臥位の踵部における安楽な体圧分散用具の検討 綜合病院山口赤十字病院 野津智小恵

P-35 テープ付ドレープⓇによる皮膚損傷予防へ向けて

-保湿剤・剝離剤使用による効果の検証- 総合病院国保旭中央病院 薄田美智代

14：00〜15：00 示説Ⅵ：その他

司会：橋爪 香代（東京女子医科大学病院)

P-36 手術看護研究におけるデータ分析方法の誤りに関する一考察

-統計学的データ分析方法を対象とした調査- 医療法人清田病院 石川 豊子

P-37 手術室における日常業務化した四肢の固定解除への取り組み

名古屋市立西部医療センター城西病院 生駒美千代

P-38 業者の立会い規制に対する活動報告 兵庫県立尼崎病院 竹内 まり

P-39 手術室広報紙発行による効果と影響 -手術室看護師に対するイメージ変化- 市立長浜病院 野村耕一郎

P-40 医療事故防止対策の実施 -術中タイムアウトを導入して- 国立病院機構東徳島病院 西丸 京子

P-41 胸骨正中切開手術における術後の疼痛発現部位についての調査

国立病院機構呉医療センター中国がんセンター 廣岡 綾香

P-42 手術室における他部門への働きかけの効果

-褥瘡予防の取り組みについて- JA北海道厚生連札幌厚生病院 山田真理子

15：05〜16：05 示説Ⅶ：体温管理，その他

司会：河野辺 香（自治医科大学附属病院)

P-43 低温熱傷を発症した症例の検証

-温風式加温装置とイソジンとの関連性- 済生会川口総合病院 熊谷百合香

P-44 載石位の腹腔鏡補助下結腸切除術に有効な加温方法の検討

-Bair HuggerⓇ心カテ用ウォーミングカバーを使用して- 金沢社会保険病院 村山 香織

P-45 腹臥位での脊椎手術における体温低下防止の試み

-カーボンファイバー式加温装置の有効性の検討- 長野県立総合リハビリテーションセンター 大久保貴弘

P-46 全身性ヒアリノーシス患者における手術体位への取り組み 箕面市立病院 永田 明子

P-47 ドレープ使用による環境汚染・皮膚湿潤環境への効果

-試作ドレープを活用して- 仙台社会保険病院 蛇口智佳子

P-48 中規模病院での SSIサーベイランス導入の評価 広島共立病院 林 操

P-49 感染管理に対する意識向上に向けての取り組み

-スタッフ全員による感染対策ラウンドの実施を通して- 久留米大学医療センター 野田 幸江


