第日目

プログラム

第 1 会場：コンベンションホール
8：20〜8：50

10 月 12 日(土)

総会

9：00〜10：00

教育講演Ⅳ
司会：中村

手術室看護師の法的責任と手術記録の法的役割

10：10〜11：40

裕美（豊橋創造大学 保健医療学部)

田辺総合法律事務所・弁護士

シンポジウムⅡ：急変時に必要な手術看護記録のポイントを学ぶ
司会：三枝

典子（前橋赤十字病院） 倉藤

三谷和歌子

-急変事例を用いて-

晶子（日本医科大学付属病院)

S Ⅱ-1．次の看護につなげるための手術看護記録
自治医科大学附属さいたま医療センター 医療安全・渉外対策部
S Ⅱ-2．急変における手術室看護師の役割

康子

医療事故・調査支援センター 調査支援看護師

高階

優子

桐生厚生総合病院 ICU／CCU・腎センター

井上

由子

-医療事故に携わる調査支援看護師の立場から-

S Ⅱ-3．急変時に必要な手術看護記録のポイント

12：00〜13：00

亀森

ランチョンセミナー 7
司会：田中

優子（地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院)

高度急性期病院における中央手術室としてのベストプラクティス
-組織目標を実現するための 7 つの要因が改革を決める！地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院

13：20〜14：20

洋一

トピックスⅢ
司会：松本

感染症の脅威にいかに対応していくか

亜矢（仙台赤十字病院)

-感染症危機管理地域ネットワークの重要性とその意義東北医科薬科大学医学部感染症学教室

14：30〜16：00

石部

賀来

満夫

シンポジウムⅢ：認知症患者の周術期ケアを考える
司会：真野

敏夫（札幌医科大学附属病院） 河合

S Ⅲ-1．認知症を含む高齢者の周術期

-精神科からの視点-

桃代（帝京平成大学ヒューマンケア学部)
岡山赤十字病院 精神神経科

中島

誠

川崎医療福祉大学 保健看護学部 古賀

雄二

岡山県看護協会立訪問看護ステーション 事業統括管理者 菅崎

仁美

日本手術看護学会北陸地区会長 石田

静恵

S Ⅲ-2．J-PAD ガイドライン時代のせん妄・認知症対策と医療的・臨床倫理的・医療経済的課題
-周術期神経認知障害群評価体制の構築は患者・家族と国民のニーズであるS Ⅲ-3．周術期にある高齢者へのかかわり

16：10〜16：20

閉会式

第 34 回年次大会案内・次期大会長挨拶

16：20〜

閉会の辞
日本手術看護学会中国地区

第 2 会場：イベントホール
10：30〜15：30

難波由美子

10 月 12 日(土)

市民参加セミナー：手術と健康フェスタ
-オペナースが伝える，知って得する！手術と健康のこと-

第 1 部（講演）
話題の低侵襲手術をチームワークで安全に
チーム医療で支え・護る低侵襲手術

司会：中西

恵子（広島市立広島市民病院)

公益財団法人倉敷中央病院 外科 長久

吉雄

広島市立広島市民病院 伊藤

奈美

第 2 部（体験イベント）
日本手術看護学会中国地区認定看護師
アドバイザー：清水

香織（山口大学医学部附属病院歯科口腔外科 歯科衛生士）

庄野三友紀（岡山大学病院臨床栄養部 管理栄養士)

第 3 会場：レセプションホール
9：00〜9：50

10 月 12 日（土)

時流企画：手術室でのワークライフバランスを語ろう
司会：横溝

10：00〜10：40

宗子（北里大学病院） 佐藤

大坪

幸代（富山大学附属病院）

宮本

竹林

香苗（公益財団法人倉敷中央病院)

裕子（東北大学病院)

良恵（島根県立中央病院)

中堅者研修受講者報告会
司会：大久保千夏（兵庫医科大学病院） 渡部みずほ（越谷市立病院)

1．新人教育についての取り組み

岡山労災病院 篠﨑

美紀

2．デブリーフィングを行うことの効果

福井県立病院

理絵

3．診療科リーダーとしての業務改善への取り組み

田中

京都府立医科大学附属病院

赤木由美子

済生会兵庫県病院

村岡はつみ

4．整形外科借り物器械の準備に関する業務改善の取り組み
5．術後訪問実施率向上を目指した取り組み
-MECE による看護師の意識調査の分析をもとに-

10：50〜11：40

医療法人川崎病院 池本

美咲

手術看護実践指導看護師活動報告会：JONA Ⅲになろう！活動の輪をひろげよう！
司会：堀口奈津美（公立富岡総合病院） 横沢

京子（帝京大学医学部附属溝口病院)

古島 幸江（学校法人自治医科大学看護学部） 伊藤 未生（特定医療法人誠仁会大久保病院)
長崎

12：00〜13：00

剛（唐津赤十字病院）

澤田石真恵（昭和大学横浜市北部病院)

ランチョンセミナー 8
司会：山口

紀子（東京女子医科大学 認定看護師教育センター)

手術室褥瘡対策 2.0 -新たな「ずれ」対策と microclimate への着眼-

13：20〜14：10

東京医科大学病院中央手術部 吉村

美音

手術看護管理研修受講者報告会
司会：倉橋 順子（地方独立行政法人大阪府病院機構大阪国際がんセンター)
吉田

実知（東邦大学医療センター大森病院)

1．教育環境への取り組み

独立行政法人国立病院機構神奈川病院 下田

2．手術室新人教育ツールの確立
3．中途採用者を即戦力として育成するまでの取り組み

市立貝塚病院

真弓

島田乃里江

医療法人啓仁会吉祥寺南病院 長橋

香代

4．手術室におけるコスト管理について
-特定医療材料チェックと薬剤チェックのシステム構築に向けた取り組みJA 神奈川県厚生連相模原協同病院 笠原
5．ベテランスタッフの負担感軽減に向けた支援

14：20〜15：00

研究発表

亮平

香川県立中央病院 小林由香里

第 28 群：感染対策Ⅰ
座長：大砂ゆかり（高知医療センター)

28-1

手術室看護師の清潔に対する意識と行動の変化
-視覚媒体を用いた学習会前後の比較検討-

28-2

徳島市民病院

森

拓也

高知県立幡多けんみん病院

濱田

健二

特定医療法人桃仁会病院

山口

志保

社会医療法人共愛会戸畑共立病院

浦山

勝也

A 病院整形外科における手術用手袋のピンホール発生調査
-術中手袋交換のタイミングの検討-

28-3

術間・術後清掃手順書作成の効果と遵守率評価

28-4

手術用手袋のピンホール発生状況について
-手術用手袋の 2 重装着率 100％へ向けて-

15：10〜16：00

スイーツセミナー 3
司会：宮本いずみ（久留米大学医学部看護学科)

手術手順書の重要性

クラウドサービスを活用した情報共有事例

手術室でのサーバント

-周手術期における手術室看護師の役割とやりがい独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 益田

第 4 会場：クリスタル
9：00〜9：50

早苗

10 月 12 日(土)

特別講演
司会：ミルズしげ子（長野赤十字病院)

手術看護に期待すること

10：00〜10：50

公益社団法人日本看護協会常任理事 荒木

暁子

トピックスⅠ
司会：木村

三香（日本手術看護学会調査研究委員会)

第 6 回日本手術看護学会会員実態調査結果から見る手術看護の現状
日本手術看護学会調査研究委員会 渋谷

11：00〜11：40

研究発表

豊克

第 24 群：看護倫理Ⅳ
座長：阿久澤彩子（JCHO 群馬中央病院)

24-1 倫理的視点から見た手術患者入室時の申送り実態調査
24-2 A 病院手術室看護師が抱えている倫理的ジレンマ

長野赤十字病院

小林

恵子

岩手県立中部病院

渡辺

麗香

24-3

手術看護師の倫理意識向上への取り組み

国立がん研究センター東病院

24-4

ラダー段階別にみた手術室での倫理的問題に対する看護師の倫理的思考と行動
長野県立こども病院

12：00〜13：00

ランチョンセミナー 9

金剛寺朋子
森本奈々恵

手袋の進化を考える，快適な二重手袋のススメ！
司会：秋葉 由美（総合病院国保旭中央病院)

1．ラテックスフリー化への取り組み，二重手袋へ向けての課題
名古屋第一赤十字病院 中央手術室 加納

朋美

2．まちがいだらけの二重手袋 -材質を理解して正しい二重手袋へ天理よろづ相談所病院 緩和ケア科

13：20〜14：10

改訂版クリニカルラダーの運用と評価の実際

薫（日本手術看護学会クリニカルラダープロジェクト)

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Ⅴ
司会：山本 千恵

清潔野補助業務に係る教育制度（仮）について

15：20〜16：00

恭郎

トピックスⅣ
司会：徳山

14：20〜15：10

加藤

研究発表

後藤 紀久（日本手術看護学会学会あり方委員会)
日本手術看護学会学会あり方委員会 古島

幸江

第 30 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅴ，継続教育Ⅴ，感染対策Ⅱ
座長：一ノ瀬光海（公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院)

30-1

頭低位・右側回旋時の生体各所にかかる体圧調査

公立那賀病院

北野

慎平

西宮市立中央病院

黒瀬

麻友

倉敷中央病院

藤田

恵子

30-2 頭低 27 度砕石位における合併症予防の検討
-マット選択と下圧・経皮的酸素飽和度測定による効果30-3

日本手術看護学会クリニカルラダーを用いた手術センター看護師の
外回り看護実践能力の現状分析

30-4

手術室看護師の針刺し切創事故に対する取り組み
-アンケート調査による現状分析-

名古屋第二赤十字病院

森

ますみ

第 5 会場：フェニックス A・B
9：00〜9：40

研究発表

10 月 12 日(土)

第 20 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅰ
座長：小野由美子（宮城県立病院機構宮城県立がんセンター)

20-1 修正バルディビア体位の看護実践の効果 -体圧分散に着目して-

慈啓会大口東総合病院

宮城祐己子

医療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院

藤原亜由美

20-2 RALP における WLCS 発生に関する下肢血流の評価
-除圧の有効性と適切なタイミングの検討-

20-3 腹臥位手術における脊椎外科用カーボンフレームによる除圧効果
公立学校共済組合東北中央病院

坂野

幸栄

20-4 脊椎後方手術の改良型頭部支持枕を使用したベッドローテーションの違いによる
日本海員掖済会長崎掖済会病院

顔面褥瘡発生の比較検討

9：50〜10：40

研究発表

高瀬江利子

第 22 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅱ
座長：上村 仁美（宮崎市郡医師会病院)

22-1 腹臥位，側臥位への褥瘡予防対策・結果の比較
-皮膚・排泄認定看護師との協働による影響の可視化-

帝京大学ちば総合医療センター

田中

裕里

旭川医科大学病院

加藤

未優

兵庫県立リハビリテーション中央病院

谷川

有樹

22-2 パークベンチ位における皮膚損傷の発生要因の検討
22-3
22-4

手術室における 4 つの医療機器の MDRPU 発生実態と個体要因調査
手術室看護師における褥瘡予防ケアの向上を目指した取り組み
-WOCN 介入基準を導入して-

22-5

静岡県立静岡がんセンター

手術に関連した皮膚障害発生の現状と要因

10：50〜11：40

広島大学病院

佐藤菜津美
石丸

祐希

トピックスⅡ
司会：横田富美子（埼玉県済生会川口総合病院)

周術期看護の将来の展望について考える

12：00〜13：00

参議院議員

石田

昌宏

ランチョンセミナー 10
司会：仁井内 浩（広島大学病院 手術部)

周術期感染予防の最前線

-日本外科感染症学会の取り組みとガイドライン-

日本外科感染症学会理事長／東邦大学名誉教授／医療法人社団東邦鎌谷病院 外科・胸部外科 草地

13：20〜14：00

研究発表

信也

第 26 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅲ
座長：白木 敬子（杏林大学医学部付属病院)

26-1 脳神経外科手術における腹臥位時の体位固定寝具の検討
-皮膚障害のない手術体位を目指して-

地方独立行政法人静岡市立静岡病院

若林由香里

26-2 半座位でヘッドダウンヘッドアップを繰り返す手術における
安定性の高い下肢挙上枕の改良とその効果
26-3

国家公務員共済組合連合会東北公済病院

城戸ありさ

意識下側臥位手術時の腋窩枕使用による側胸部痛の軽減
-2 種類の腋窩枕を比較して-

岡山医療センター

照屋

樹

独立行政法人市立大津市民病院

野垣

江美

26-4 整形外科脊椎手術における体位固定方法の確立
-四点支持器をスリーステップで患者の体型に合わせる方法-

14：20〜15：00

研究発表

第 29 群：皮膚・神経障害の予防，DVT 対策Ⅳ
座長：堀田 順子（松山赤十字病院)

29-1

A 病院心臓血管外科手術の周術期末梢神経障害

29-2

呼吸器外科側臥位手術における患側上肢の術後疼痛予防に対する看護

29-3

腹腔鏡補助下大腸切除術における体位固定の現状
-身体的侵襲発生予防への取り組みの報告-

社会医療法人生長会ベルランド総合病院

川東

洋子

29-4

肺切除手術を側臥位で行う患者の肩痛の評価

自治医科大学附属病院

篠原

由華

-上肢の PPNIs 発生状況と予防策実施後の変化-

公益財団法人心臓血管研究所付属病院
市立釧路総合病院

今水流彩乃
鈴木扶祐子

15：10〜16：00

スイーツセミナー 4：インフェクションゼロへの限りない挑戦
司会：鈴木 敦子（関西医科大学附属病院 手術室)

当院における消毒用アプリケータ使用経験と色々な視点からの評価
手術用医療機器

洗浄・滅菌のあまーいお話

済生会吹田病院

第 6 会場：フェニックス C・D
9：00〜9：50

研究発表

手術室

藤本 憲明

大阪大学医学部附属病院病院教授 高階

雅紀

10 月 12 日(土)

第 21 群：継続教育Ⅲ
座長：加藤 ユミ（JA 愛知厚生連海南病院)

21-1

手術室看護師のやりがいに影響する要因の検討

21-2

手術室看護師の教育における指導的役割とシェアド・リーダーシップ

21-3

手術室新人看護師へのダヴィンチ手術指導に対する視聴覚媒体の効果について

-意図的なフィードバックとやりがい向上の関連-

総合病院聖隷浜松病院

鈴木

杏那

KKR 北陸病院

松本

寛志

公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院

廣瀬

瑞恵

増渕

真澄

21-4 A 大学病院での全手術室看護師に対する
「手術看護師の臨床実践能力の習熟度段階 レベルⅠ」の現状調査
21-5

獨協医科大学病院

眼科白内障手術における 360°
動画を利用した手術室新人看護師教育の試み
東邦大学医療センター大森病院 廣江千佳子

10：00〜10：50

研究発表

第 23 群：継続教育Ⅳ
座長：山田 智子（高松赤十字病院)

23-1

帝王切開術のシミュレーション教育前後を比較した教育効果

23-2

手術室における看護師教育での 360°
動画導入に関するニーズの調査

23-3

手術室ベテラン看護師が感じるやりがい

23-4

PACU に携わる手術室看護師への教育の取り組み

23-5

手術看護でナラティブ導入の有効性

11：00〜11：30

研究発表

兵庫医科大学病院

北村

栞

東邦大学医療センター大森病院

西嶋

俊博

地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院

松嶋

珠里

兵庫県立こども病院

山田

彩未

東京都立大塚病院

大場

俊祐

第 25 群：手術室運営，看護管理Ⅱ，チーム医療Ⅱ
座長：櫻

25-1

裕子（市立三次中央病院)

手術室の効果的なスケジュール管理に向けた課題
-科別・要因別による実態調査-

富山市立富山市民病院

25-2

日勤帯での手術室リーダーにおける緊急手術時の優先順位のつけ方

25-3

看護師特定行為研修修了後の手術室での活動体制基盤づくりに対する取り組みと課題

-グレード A 帝王切開術に焦点を当てて-

福井県済生会病院
市立長浜病院

高山

由季

渡邊愛梨花
小尾野恵実

12：00〜13：00 ランチョンセミナー 11：外科領域における診療看護師（NP）の役割-今後の展望と課題司会：高木
手術室・ICU における診療看護師の役割

靖（藤田医科大学医学部 心臓血管外科講座)

藤田医科大学病院 中央診療部 FNP 室

診療看護師が行う術前・術後管理

13：20〜14：10

研究発表

谷田

真一

同 永谷ますみ

第 27 群：術前看護Ⅲ
座長：川原さおり（JCHO 九州病院)

27-1

手術室看護師が入院案内を行うことの効果
-看護師に対する質問紙調査の結果から-

27-2

知美

東京女子医科大学病院

荒木田真子

ERAS プロトコルの概念を取り入れた情報収集シートが手術室看護師の
周術期支援行動に与える影響

27-4

飛峪

心臓移植患者に対する術前ケアの検討
-心臓移植後のインタビューから-

27-3

社会医療法人緑壮会金田病院

安全な歩行入室を目指して

益田地域医療センター医師会病院 和田

-術前訪問に対する手術室看護師の意識調査-

市立旭川病院

友美

鈴木美智子

27-5

術前看護外来開設の取り組み【活動報告】

14：20〜15：20

東京都立大塚病院 深水

和子

手術看護認定看護師実践報告：あなたの手術看護を BEST PRACTICE につなげよう！
困難事例に対応した認定看護師の思考と看護実践：高齢患者編
司会：後藤 悟史（高砂市民病院） 松沼 早苗（自治医科大学附属病院)

自科麻酔の手術を受けた高齢患者への対応 -せん妄を発症した患者の看護実践を通して大阪赤十字病院 西

美幸

がん患者さんの術前訪問時の一言 「おまかせしています」ときいてあなたはどうしますか？公立館林厚生病院

ポスター会場：パール
10：00〜10：50

大輔

10 月 12 日(土)

示説Ⅴ：チーム医療，災害対策
座長：源通

P Ⅴ-1

田中

文恵（富山赤十字病院)

超緊急帝王切開（Grade A）の共同シミュレーションの取り組み
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院

P Ⅴ-2

多職種介入による術前体位シミュレーションの効果

P Ⅴ-3

閉所に恐怖を感じる患者に対する局所麻酔下硝子体手術における看護実践

P Ⅴ-4

動画学習資料の定着に向けての取り組み

P Ⅴ-5

亀背症例の骨盤底再建術における体位固定の一例

小倉 綾乃

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 安丸

郷栄

社会福祉法人恩賜母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 染谷

紀栄

-陰圧式固定具（マジック・ベッド）を用いた麻酔導入-

昭和大学横浜市北部病院 池田

P Ⅴ-6

ハイブリッド ER 導入におけるダメージコントロール術に対する取り組み

P Ⅴ-7

ロボット支援前立腺全摘術中の震災を想定した防災訓練の取り組み

-外傷外科看護の視点から-

11：00〜11：50

一重

武蔵村山病院 関口

兵庫県災害医療センター

麻樹

平井紗耶香

我孫子東邦病院 佐倉由里菜

示説Ⅵ：継続教育，術前看護Ⅱ
座長：浅井 貴子（JA 北海道厚生連札幌厚生病院)

P Ⅵ-1

演題取り消し

P Ⅵ-2

SNS の特徴を活かした学習環境作りの取り組み
-マイクロラーニングを取り入れて-

東京逓信病院

岡崎

大輔

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 新家

修

P Ⅵ-3

ロボット支援型手術導入における看護師への教育について

P Ⅵ-4

入院当日に手術を受ける患者の術前不安の変化
-腰椎麻酔手術を受ける患者に外来術前訪問を実施して独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター 武智

弥生

盛岡赤十字病院 斉藤

美香

P Ⅵ-5

術前患者指導パンフレット使用による婦人科手術患者への影響

P Ⅵ-6

手術室看護師が行った術前からの情報提供による患者・家族への効果
KKR 札幌医療センター 吉田沙麻里

P Ⅵ-7

手術室看護師による術前訪問の効率化 -動画視聴後に術前訪問を実施して- 住友別子病院

13：10〜14：00

市川

泰志

示説Ⅶ：術前看護Ⅲ，その他Ⅰ
座長：中村 露子（独立行政法人国立病院機構京都医療センター)

P Ⅶ-1

手術室入室患者の待機場所変更についての取り組み

P Ⅶ-2

用事購入の診療材料発注代行カード導入による業務改善

P Ⅶ-3

術式別カスタムセットを使用した業務改善の取り組み

P Ⅶ-4

国立がん研究センター東病院

本間

和美

市立岸和田市民病院

西尾

愛

天草郡市医師会立天草地域医療センター 米倉

啓介

手術患者の家族を対象とした手術中訪問の評価と今後の課題

市立御前崎総合病院

知久

宮子

P Ⅶ-5

器械出し看護師と外回り看護師間での PNS マインドの実態調査
東京歯科大学市川総合病院

P Ⅶ-6

手術看護認定看護師が認識する術前外来の意義と実施に向けた課題

P Ⅶ-7

術前外来開設に対する手術看護認定看護師の役割認識とモチベーション

北海道大学病院

野尻

詩織

佐藤有里珠

東京大学医学部附属病院 太田

14：10〜15：00

怜亜

示説Ⅷ：安全管理，心理的支援，その他Ⅱ
座長：近森 清美（名古屋第一赤十字病院)

P Ⅷ-1

術中器械出し看護師による器械トラブルのヒヤリ・ハット報告分析

P Ⅷ-2 夜間の術中急変時における手術室看護師の応援要請の判断とその要因

岡山市立市民病院 不二
高崎

詩彩

仙台オープン病院

鈴木

彩花

P Ⅷ-3

全例報告制度導入によるヒヤリハットの実態把握

P Ⅷ-4

ラテックスアレルギー対策の標準化

P Ⅷ-5

A 病院手術室独自のオカレンス報告用紙使用による課題把握と対策検討

P Ⅷ-6

ジャックナイフ体位で意識下手術を受ける患者の意識調査

P Ⅷ-7

写真とイラストを用いたパンフレットに対しての患者の反応

P Ⅷ-8

人工膝関節置換術における単回使用手術器械の導入による作業時間短縮化の検証

-導入と評価を行って-

大輔

小牧市民病院

地方独立行政法人大牟田市立病院
JCHO 秋田病院
市立砺波総合病院

木村 敬子
野呂田

新

木戸紗也香

社会医療法人祐生会みどりケ丘病院 梶原
千葉市立青葉病院 吉川

望
聡美

