第日目

プログラム

第 1 会場：コンベンションホール

10 月 11 日(金)

8：50〜9：00

オリエンテーション

9：00〜9：50

オープニングセレモニー・開会式

第 33 回大会長挨拶

日本手術看護学会中国地区会長

理事長挨拶

日本手術看護学会理事長

来賓祝辞

公益社団法人岡山県看護協会会長

10：00〜10：50

司会：石田

石橋まゆみ
宮田

明美

静恵（富山県済生会高岡病院)

公益財団法人倉敷中央病院

山本

千恵

教育講演Ⅱ
司会：松野

長年の手術室看護師経験をもとに伝えられること

12：20〜13：20

千恵

大会長講演

手術室看護師が活躍できる場をどう造るか

11：00〜11：50

山本

修一（産業医科大学病院)

日本手術看護学会理事長

石橋まゆみ

ランチョンセミナー 1
司会：米井

昭智（公益財団法人倉敷中央病院 GRM)

ノンテクニカルスキルと手術安全チェックリスト -カナダ・オンタリオ州の失敗とサウスカロライナ州の成功公立大学法人横浜市立大学附属病院 医療安全・医療管理学

13：40〜15：10

菊地

龍明

シンポジウムⅠ：本音で話そう，それぞれの手術室プロフェッショナルの思い
-安全で低侵襲な手術医療にコミットする手術室多職種チーム司会：田菜穂子（熊本大学病院） 藤本

陽子（兵庫医科大学ささやま医療センター)

S Ⅰ-1．周術期多職種連携の推進：日本麻酔科学会の周術期管理チームメンバー養成事業
群馬大学大学院医学系研究科麻酔神経科学分野
日本麻酔科学会周術期管理チーム委員会委員長

齋藤

繁

岡山大学 消化器外科学 近藤

喜太

S Ⅰ-2．高難度手術における Cadaver Surgical Training によるチームシミュレーション教育
S Ⅰ-3．臨床工学技士の専門性を活かしたチームサポート
-安全で低侵襲な手術医療を目指して-

聖隷浜松病院 臨床工学室

北本

憲永

S Ⅰ-4．高齢患者の合併症を減らし，早期退院で地域につなげるための安全・安心な医療提供
岡山大学病院 手術部

15：20〜16：50

佐藤真千子

招待講演
司会：平野 博美（医療法人社団大坪会東和病院)

優しさを伝えるケア技術・ユマニチュード
同

ジネスト・マレスコッティ研究所代表 イヴ・ジネスト

日本支部代表・国立病院機構東京医療センター総合内科医長

第 2 会場：イベントホール
10：00〜10：50

研究発表

10 月 11 日(金)
第 1 群：看護基礎教育Ⅰ
座長：須田

1-1

手術室新人看護師教育の「見える化」の効果

1-2

手術室内集合研修プログラムを受けた新卒看護師の思い

1-3

手術室看護師ラダーレベルⅠを対象とした急変対応教育の検討
-シミュレーションにルーブリックを用いて-
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学（高松市立みんなの病院)
旭川赤十字病院

吉田

麻紀

社会医療法人禎心会札幌禎心会病院

越野

明佳

久留米大学病院

山口有希子

1-4

手術室ローテーション研修後，病棟の周術期看護に活かせたと感じた内容の分析
厚生連滑川病院

1-5

京田

壮司

手術室新人看護師の手術室に配属された同期看護師との関わり
-同期に対する思いに着目して-

11：00〜11：50

研究発表

独立行政法人国立病院機構京都医療センター

田中めぐみ

第 5 群：優秀演題
座長：本間 陽子（北海道大学病院)

5-1

CSCA の内容を含んだアクションカードの効果と課題
-手術室災害初動対応訓練での活用を通して-

熊本赤十字病院

小林

賢吾

埼玉県総合リハビリテーションセンター

清水

杏菜

藤原

芽生

5-2 脳深部刺激療法を受けた患者が手術体験後に抱く思い
-定位脳手術による頭蓋内電極埋め込み術に焦点を当てて5-3

術中の紛失インシデントを引き起こす手術状況と背景の実態

5-4

手術室看護師のラテックスアレルギーに関する知識向上への取り組み

島根県立中央病院

がん・感染症センター都立駒込病院
5-5

小野寺玲子

術後患者に対して排痰援助を目的とした BCV（Biphasic Cuirass Ventilation）使用の現状
東邦大学医療センター大森病院 山田

12：20〜13：20

亨

ランチョンセミナー 2
司会：溝上

祐子（公益社団法人日本看護協会看護研修学校 認定看護師教育課程)

褥瘡ハイリスクケア加算からみた褥瘡対策の実際
東京医科大学病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 帶刀

朋代

腹臥位手術におけるスキントラブルはこの対策で改善した！
東京慈恵会医科大学附属第三病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 江川安紀子

13：40〜14：40

研究発表

第 10 群：手術室運営，看護管理Ⅰ
座長：草場

10-1

手術室看護師の勤務継続につながるサポート

10-2

手術室看護師が病棟でのリリーフ業務で生じる困難

鹿児島市医師会病院

-業務別に焦点をあてた質問紙調査から10-3

裕（佐賀大学医学部附属病院)

札幌市病院局市立札幌病院

松元

正恵

山下さおり

人工膝関節全置換術（TKA）の手術器械セット簡素化から得られる費用削減効果
医療法人社団あんしん会あんしん病院

金澤

千智

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

岡田

貴枝

岡山大学大学院保健学研究科

小林

匡美

千葉県済生会習志野病院

町田

未咲

10-4 眼科領域の部署間ローテーションによる成果と課題
-外来・病棟看護師の他部署業務習得への支援10-5

中小規模病院における手術室看護師による麻酔補助の現状と課題

10-6

A 病院手術室看護師のモチベーションの現状調査
-MSQ 法を使用した調査-

14：50〜15：50

研究発表

第 14 群：術前看護Ⅱ
座長：柿森

14-1
14-2

術前ガイダンスにおけるリーフレットの有用性の実態調査

14-3

術前ガイダンスにおけるリーフレットの有用性の実態調査

-術後疼痛の特徴や PCA の使用方法の予備知識の習得-離床時の対処法や創以外の痛みの予備知識の習得14-4

祐司（かみいち総合病院)

プレパレーションツール（紙芝居）を用いた術前訪問による患児と看護師の変化
大阪府済生会千里病院

稲岡

宏起

自治医科大学附属病院

宮下

明久

自治医科大学附属病院

今野

健広

手術を受ける子ども・家族のプレパレーションにより得られる不安や緊張の
緩和効果に対する検討

総合病院中津川市民病院
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14-5

麻酔・手術に関連した術前の情報収集の実態と課題
株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

山田

暁士

大芦

恵美

14-6 術前チェックシートを用いた入院前リスク評価の効果
株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

第 3 会場：レセプションホール
10：00〜10：50

研究発表

10 月 11 日(金)

第 2 群：継続教育Ⅰ
座長：吉永 典子（近江八幡市立総合医療センター)

2-1 新卒時から手術室勤務の看護師が配置転換後に手術室の経験を発揮するプロセス
香川大学医学部看護学科

武智

尚子

2-2 心臓血管外科手術に関する，手術ビデオとビデオにリンクさせた専用マニュアルを用いた
新たな継続教育方法
2-3 A 病院手術室看護師の外傷手術に関する知識の現状調査

太田西ノ内病院

柳田恵里佳

徳島赤十字病院

中川

雅也

2-4 心臓血管外科手術における針刺し切創事故を低減させるシミュレーション教育の有用性
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属Ã原記念病院
2-5

器械出し看護師のやりがいに影響する要因

11：00〜12：00

研究発表

福島県立医科大学附属病院

牟田口有紀
佐藤

健斗

第 6 群：継続教育Ⅱ
座長：佐藤 由美（みやぎ県南中核病院)

6-1

日本における手術室看護師に対する針刺し切創予防教育の現状
-針刺し切創低減につながる教育について-

順天堂大学医学部附属練馬病院

奥津

香織

西森

知也

6-2 時間外緊急心臓血管外科手術の入室準備におけるシミュレーション教育の効果
国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院
6-3

手術室における緊急時対応に関する中堅看護師の判断

6-4

手術室新人看護師の教育支援における「手術看護を語る会」の効果

神戸赤十字病院
兵庫県立姫路循環器病センター

6-5

TAVI における手術室看護師育成への取り組み

6-6

小児術前プレパレーションの取り組みによる手術室看護師へ教育効果の検討

飯塚

清美

新保

瑠未

渡邉

桃子

-教育プログラム導入前後の意識調査を行って独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター

-発達段階に応じたツールの活用-

12：20〜13：20

木村和嘉子

山形大学医学部附属病院

ランチョンセミナー 3

安心で安全な手術器材の管理・運用に向けて -中材業務の役割とやりがい社会福祉法人恩賜財団済生会栗橋病院 感染対策室専従看護課

小美野

勝

ASP Jeremy Yarwood

13：40〜14：40

研究発表

第 11 群：チーム医療Ⅰ
座長：小野 加織（川崎医科大学総合医療センター)

11-1 脳神経外科領域における awake craniotomy 施行時の安全に向けた多職種での取り組み
杏林大学医学部付属病院

野澤

隆志

京都第二赤十字病院

津田

愛

鳥取大学医学部附属病院

梶原

和音

京都第二赤十字病院

中田

茜

岡山大学病院

陶山

祥平

-アクションリサーチ法を用いた実践的研究- 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター

笠江

千尋

11-2 アクションカードを用いた多職種合同超緊急帝王切開術シミュレーション
トレーニングの成果
11-3

休日夜勤帯における超緊急帝王切開の安全な手術提供に向けた取り組み

11-4 重症外傷症例に関する事例検討を行っての評価と今後の課題
11-5 WHO 手術安全チェックリストの遵守とノンテクニカルスキルの調査
11-6
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14：50〜15：50

研究倫理研修：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司会：木村 三香（日本手術看護学会研究倫理審査委員会)

第1部

研究倫理申請にあたり事前に知っておくべき基礎知識
日本手術看護学会研究倫理審査委員会 坂本

第2部

文子

委員の立場から倫理性と科学性をチェックするポイント
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（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)

16：10〜17：00

スイーツセミナー 1
司会：中山

JCI 受審から手術室の安全を考える

龍二（藤枝市立総合病院 医療支援センター地域医療連携室)

-エビデンスに基づいた感染管理の実践公益財団法人倉敷中央病院 手術センター

17：30〜18：30

高橋

明子

イブニングセミナー 1
司会：新改 法子（神戸市立医療センター中央市民病院 感染管理室感染症看護専門看護師)

手術室看護師として気をつけたい手術部位感染対策
見えないものが見えた時，見えているはずのものが見えていない時に問題は発生します特定非営利活動法人日本感染管理支援協会理事長 土井

第 4 会場：クリスタル
10：00〜10：50

英史

10 月 11 日(金)

教育講演Ⅰ
司会：今井恵美子（愛媛大学医学部附属病院)

病院管理と患者安全の視点からの感染予防

11：00〜12：00

研究発表

世界保健機構西太平洋地域事務局 ヘルスシステム部門 稲田

第 7 群：術前看護Ⅰ
座長：秋葉

7-1

由美（総合病院国保旭中央病院)

全身麻酔を受ける患者が在宅術前練習を実施・継続出来る為の取り組み
-在宅術前練習に影響する要素を分析する-

7-2

麻衣

西脇市立西脇病院

阪上かおり

術前外来で手術センター看護師が行う術前指導の認識と実施状況の調査
愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 高橋

慎吾

前橋赤十字病院 星野

理恵

7-3

手術センター看護師による術前外来の実施内容と効果

7-4

手術室看護師の術前訪問から術前外来変更後の効果の検証

7-5

術前気道確保リスクアセスメントの調査

独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院

-局所麻酔眼科手術症例を通して-

岩水

康治

新潟県立がんセンター新潟病院 穴沢

角弥

7-6 食道がん手術を受ける患者の外来術前訪問の実態調査

12：20〜13：20

ランチョンセミナー 4
司会：豊島

熊本地震

愛知県がんセンター病院 漢人美都子

康仁（地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター)

被災から復興までの歩み -私たちはどう乗り越えたのか-

13：40〜14：40

熊本市立熊本市民病院

山上進之介

教育講演Ⅲ
司会：後藤 紀久（岐阜大学医学部附属病院)

超高齢社会の周術期看護を考える

-フレイル，サルコペニア対策を中心に国立長寿医療研究センター理事長 荒井
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14：50〜15：50

研究発表

第 15 群：術後看護Ⅰ
座長：冨川

15-1

手術後の申し送りを受ける ICU 看護師の思い

15-2

術後訪問に対する看護師の意識変化を促す要因

15-3

術後回復室での疼痛コントロールの実態調査

15-4

術後訪問のデータからみる手術室看護師による術後訪問の意義

和子（焼津市立総合病院)

山形県立中央病院 阿部

吉邦

滝川市立病院 笹原

和恵

社会医療法人愛仁会明石医療センター 前川優莉菜
東邦大学医療センター大森病院 伊藤南海美

15-5

術後訪問のデータからみる術前外来から病棟への継続看護の必要性
東邦大学医療センター大森病院 堀内

15-6

東邦大学医療センター大森病院 片岡ひとみ

術後訪問のデータからみる術前情報把握の必要性

16：00〜17：00

研究発表

第 18 群：術後看護Ⅲ
座長：竹村

18-1

術後訪問手順の見直しと勉強会の効果

18-2

術後訪問実施率向上へ向けての取り組み

18-3

3 回の術後訪問を実施してみえた術後経過と合併症

泰史（杉田玄白記念公立小浜病院)

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 鈴木麻友子
特定医療法人財団五省会西能病院

水橋

康太

医療法人社団宏和会岡村記念病院

阪口

智子

公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院

木原

愛子

-開心術における手術看護を評価するために18-4

弥生

術後回復室の有用性の検討

18-5 A 病院の術後訪問に対する現状と課題
-術後訪問率の上昇を目指して-

公立学校共済組合中国中央病院

綾部市立病院 渡辺

18-6 周手術期継続看護における早期術後訪問の効果

第 5 会場：フェニックス A・B
10：00〜10：50

研究発表

第 3 群：体温管理Ⅰ

3-1 腹臥位における低体温を考える

浩美

東京都立小児総合医療センター 坂口

大和

開腹術における術中体温管理マニュアルの術後シバリングに対する有用性についての検討
鳥取大学医学部附属病院 池田

章幸

兵庫医科大学病院 河野

幸一

医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 青山

隆博

ロボット支援下前立腺全摘術における加温方法への取組み

3-5 肩関節鏡視下手術での灌流液の温度による体温変化

11：00〜11：50

研究発表

第 8 群：体温管理Ⅱ，看護倫理Ⅰ
座長：森下

8-1

信裕（徳島大学病院)

医療法人社団脳健会仙台東脳神経外科病院 阿部

3-2 小児手術におけるプロトコールを用いた術中体温管理の実践

3-4

和芳

10 月 11 日(金)

座長：手塚

3-3

山田 由季

周術期における術前加温に関する文献レビュー

嘉久（芳珠記念病院)

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

8-2 整形外科手術の伝達麻酔における保温ケアの検討

原

健太朗

秋田赤十字病院 河村

郁美

8-3 載石位泌尿器科手術における体温低下予防への取り組み
-効果的な保温の検討と手技統一を目指して-

医療法人光晴会病院

田原亜理沙

8-4 PEL（経皮的内視鏡下椎弓切除術）の術中使用灌流水に温水を用いた効果
医療法人全医会あいちせぼね病院
8-5

全身麻酔下患者の羞恥心への配慮に対する看護師と臨床工学技士の意識の違い

12：20〜13：20

松井

康浩

聖隷浜松病院 加藤

里奈

ランチョンセミナー 5
司会：菊地 京子（東京女子医科大学認定看護師教育センター)

術前から始める術後身体損傷の予防

70

日手看会誌

Vol.15 No.2 2019

公立大学法人山口県立大学副学長

田中マキ子

13：40〜14：40

研究発表

第 12 群：安全管理Ⅰ
座長：山近

12-1

真実（旭川医科大学病院)

A 病院におけるサインアウト導入前後の意識変化からみた課題
-病棟看護師を加えた試み-

独立行政法人国立病院機構南九州病院

12-2

A 病院手術室における術中急変対応についての課題

12-3

手術室看護師のストレスの実態 -病院特性および器械出し業務，外回り業務を比較して-

12-4

慶友整形外科病院

田島

瑞己

筑波大学大学院人間総合科学研究科

金城

一平

社会医療法人清恵会清恵会病院

岸下

哲史

緊急手術を安全に受け入れるための手術準備
-標準手術準備ファイルの有用性を検証する-

12-5

田代美奈子

リーダー看護師の安全と効率を考慮した手術入れ替え時の検討要素
地方独立行政法人りんくう総合医療センター

佐藤 誠也

医療法人社団あんしん会あんしん病院

田中 一枝

12-6 イントラネットを使用した休薬システムの構築

14：50〜15：40

研究発表

第 16 群：安全管理Ⅱ
座長：山本 純史（有田市立病院)

16-1

手術中における鋭利器材の安全な運用に向けた課題
-学習会後の質問紙調査から見えたもの-

16-2

群馬県済生会前橋病院

中原 悠理

医療者間におけるラテックスアレルギーに対する認識の差
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター 長谷

16-3

手術用手袋の統一への取り組み

-安全・効率化を目指して-

伊那中央病院

和也

川上

和起

独立行政法人国立病院機構千葉医療センター 髙山

朋夏

16-4 A 病院手術室の体内遺物遺残に関するヒヤリハット報告を分析して
16-5

ヒヤリ・ハット報告の情報共有と振り返りシステム構築のための取り組み
徳島県厚生農業協同組合連合会吉野川医療センター

16：10〜17：00

松岡

弥生

スイーツセミナー 2
司会：徳山

薫（東京大学医学部附属病院)

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・総合研究講座救急医学分野 稲田

17：30〜18：30

捷也

イブニングセミナー 2
司会：池邊 美佳（大阪警察病院)

おもいはひとつ！

術中トラブルゼロを目指した機器・デバイス管理術！

-安全な手術を行うための看護師の役割とは- 県立広島病院 消化器・乳腺・移植外科 内視鏡外科 漆原

第 6 会場：フェニックス C・D
10：00〜10：50

研究発表

貴

10 月 11 日(金)

第 4 群：心理的支援Ⅰ
座長：堀川 勝代（奈良県立医科大学附属病院)

4-1

手術予定時間超過時の家族の心理

-術中訪問を導入してみてJA 長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 竹内

4-2

悠人

手術終了を待つ親の思いに関する研究
-特発性脊柱側彎症を対象として-

東海大学医学部付属病院

小山内直子

4-3 局所麻酔下で手術を受ける患者の待機環境改善への取り組み
-パーソナルスペース概念を活用した空間管理-

医療法人社団哺育会白岡中央総合病院 増田
益田赤十字病院

4-4 患者サイドに立った術中訪問のタイミングに関する検討
4-5

手術を受ける女性患者が胸部の露出に対して抱く羞恥心の現状調査

11：00〜11：50

研究発表

和代

水津

智恵

岐阜大学医学部附属病院 増井

亜季

第 9 群：心理的支援Ⅱ，看護倫理Ⅱ
座長：水谷 典子（三重大学医学部附属病院)

9-1

手術を受ける子どもの同伴入室に関する文献検討

国際医療福祉大学小田原保健医療学部
日手看会誌
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9-2

臨床試験期間中のロボット支援下胃切除術を受けた患者の思い
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

松田 裕志

9-3 患者の希望を反映した点滴固定部に貼付するシールがもたらす効果と
手術室看護師の関わり
9-4

千葉県こども病院

原田

熊本赤十字病院 濱
9-5

翔子

手術室看護師の術前訪問における幼児期の子どもへの心理的支援に関する認識
術前訪問時の倫理的配慮についての検証

12：20〜13：20

埼玉県済生会川口総合病院

原田

好
恵美

ランチョンセミナー 6
司会：伊藤 五月（東北医科薬科大学病院)

Kaizen を求められる手術室看護師に何ができるか 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 手術部 貝沼

13：40〜14：40

研究発表

純

第 13 群：看護倫理Ⅲ，看護基礎教育Ⅱ，その他Ⅰ
座長：我妻 裕子（葵会仙台病院)

13-1

周術期における看護過程が共有できる訪問用紙の検討

13-2

手術室看護師が救命救急センターで看護を行うときの不安を知る

公立羽咋病院 坂本
半田市立半田病院

13-3 A 病院における看護師の口腔ケアに関する認識

兵庫医科大学

13-4

手術看護に対する患者満足度調査 -術前訪問から麻酔導入まで-

13-5

手術部倫理カンファレンスの振り返りと今後の取り組みの検討

和也

山口未登里
山口

円

盛岡赤十字病院 萩野

沙織

公益財団法人天理よろづ相談所病院 嶋田ひとみ
愛知医科大学病院 分造

13-6 GICU 看護師に対する手術室挿管介助研修の有用性

14：50〜15：50

研究発表

健太

第 17 群：術後看護Ⅱ，その他Ⅱ
座長：栁本 寿人（独立行政法人国立病院機構北海道医療センター)

17-1 A 病院手術室の術中急変対応への取り組み
-初期対応統一化を目指して-

独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院

17-2 意識下手術中における口渇ケアへの新たな取り組み
17-3

吾妻

尭

山形市立病院済生館 水谷

佳子

手術看護記録の形式監査から見えた今後の課題 独立行政法人国立病院機構京都医療センター

17-4 A 病院看護師の手術室看護に対する認知度と関心

大森富美子

福井赤十字病院 土田亜沙美

17-5 近畿地区における手術看護認定看護師の活動状況に関する実態調査
社会医療法人生長会府中病院 栢木

達浩

山梨県立中央病院 三浦

洋子

17-6 手術室看護師と病棟看護師の情報共有のあり方

16：00〜17：00

研究発表

第 19 群：災害対策
座長：金丸

19-1

多職種スタッフで実施する災害避難訓練 -看護師の役割-

19-2

手術室における災害対応を考える

19-3

手術室におけるアクションカードの作成と導入

晶子（独立行政法人長野市民病院)
市立芦屋病院 三井眞由美

-アクションカードを用いた災害実働訓練を実施して-夜間・少人数での大地震を想定して-

彦根市立病院 飛田
医療法人徳洲会札幌徳洲会病院

貴史

戸田万美子

19-4 胆振東部地震での手術室夜勤者の行動からみる有用なアクションカードの検討
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 澤田
19-5

複数手術を想定した多職種参加型災害シミュレーションから見た
アクションカードの有用性

19-6
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佳明

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 溝上

手術室における初の災害訓練導入に向けての取り組み
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大阪府済生会中津病院 一柳

佳史
美早

ポスター会場：パール
11：00〜11：50

10 月 11 日(金)

示説Ⅰ：術前看護Ⅰ，看護基礎教育
座長：河﨑 千穂（宮崎大学医学部附属病院)

P Ⅰ-1

手術室看護師の術前訪問に対する認識と工夫
-ベテランと新人の違いに着目して-

P Ⅰ-2

公益社団法人地域医療振興協会飯塚市立病院 永井

手術室看護師による術前口腔ケア指導導入への取り組み
地域医療振興協会横須賀市立市民病院

P Ⅰ-3 下肢静脈瘤手術を受ける患者の不安の明確化
P Ⅰ-4

-ESWAT を使用して-

NTT 東日本札幌病院 板木

亮斗

手術経験録を併用した手術看護師ラダーへの改善と有用性の評価
梶浦亜加音

リバース型肩人工関節置換術をはじめて経験する看護師の手術手順書改訂による不安軽減の効果
JA 北海道厚生連旭川厚生病院

P Ⅰ-7

太郎

広島逓信病院 長谷川香織

独立行政法人市立大津市民病院
P Ⅰ-6

清水

患者の術前不安の素因に関する分析
-定期手術患者と臨時手術患者との比較から-

P Ⅰ-5

真理

水本

収威

社会福祉法人恩賜財団済生会広島病院 河内

優子

手術室新人看護師教育における簡易技術チェック表導入の効果とその課題に関する研究

13：40〜14：30

示説Ⅱ：手術室運営，看護管理
座長：一ノ澤斉子（NTT 東日本関東病院)

P Ⅱ-1

院内物流管理システム導入が手術室業務にもたらす効果

P Ⅱ-2

全身麻酔手術枠 100％運用に向けて

綜合病院山口赤十字病院 真鍋ちづる

-常勤麻酔科医不在の有床診療所における取り組み-

医療法人社団王子クリニック 吉田

P Ⅱ-3

手術室看護師の経営管理に関する周知度と知識及びコスト意識の現状

市立四日市病院 後藤

P Ⅱ-4

器械出し業務マニュアルの見直しによる指導の効率化

P Ⅱ-5

手術室経験 3 年目から 6 年目看護師のインストラクター制度に対する意識調査

山口県済生会下関総合病院
杏林大学医学部付属病院

P Ⅱ-6

ロボット支援型手術の安全な実施に向けた取り組み

P Ⅱ-7

抗がん剤の膀胱内注入の効率的運用に向けた取り組み

小田

朋美
知紗

今泉 貴暁

地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター 石橋

14：30〜15：20

昌弘

済生会松山病院 井上

優友
信彦

示説Ⅲ：感染対策
座長：軍司

P Ⅲ-1

手術室配属年数による手術間清掃後の手術台汚染状況

P Ⅲ-2

SSI 予防に対して器械吻合時の CHG-alcohol を用いた有効性の検証

P Ⅲ-3

針刺し切創防止策導入の効果

P Ⅲ-4

A 病院手術室看護師における針刺し事故の要因

-コンタクトポイントによる汚染状況の客観的評価-

希（東北大学病院)

医療法人元生会森山病院

-インタビュー調査を通して-

松川

京子

総合病院南生協病院

川上

將

仲病院柏の葉

和田

典子

高松市立みんなの病院

美濃

真人

P Ⅲ-5 全身麻酔手術中に使用する手袋のピンホール発生状況
独立行政法人国立病院機構米子医療センター
P Ⅲ-6

手術用手袋のピンホール発生部位と手術時間の関連について

P Ⅲ-7

手術室看護師が行っている二重手袋の認識と実態
-二重手袋で針刺しの安全対策となり得るのか-

15：20〜16：10

厚生連高岡病院

中村

優太

埼玉医科大学総合医療センター 石橋

武臣

示説Ⅳ：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策，術後看護
座長：藤島

P Ⅳ-1

中澤未七子

香（津山中央病院)

腹臥位手術における四点支持器使用時の鼠径部除圧法の検討
-統一した体位固定を目指して-

練馬総合病院 角田
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智郎

73

P Ⅳ-2

体位設定に関する看護師の知識・手技の統一
-体位マニュアル・チェックリストの活用-

国立がん研究センター東病院

P Ⅳ-3

頭低載石位手術の体位固定における理学療法士との共働による

P Ⅳ-4

パークベンチ体位における側胸部の皮膚障害予防に対する取り組み

P Ⅳ-5

術後訪問実施率向上に向けた実態調査 -自作の選択式質問用紙による要因分析-

P Ⅳ-6

術後訪問率上昇に向けての取り組み

腕神経叢損傷予防の検討

医療法人社団藤聖会富山西総合病院

有希

田島

正規

群馬県立がんセンター

中村

絵美

公立甲賀病院

奥山

秀美

手術室看護師における術後訪問実施率向上への取り組み
-勉強会で認識の統一を図る-

74

小川

筑波大学附属病院 辻本菜美紀

公益財団法人東京都保健医療公社多摩南部地域病院
-術後訪問用紙の作成と手順の確立P Ⅳ-7

松岡 理絵
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