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第 36回日本手術看護学会年次大会 

第 1日目 プログラム 

 

第 1会場：センチュリーホール 11月 4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 36回大会長挨拶             日本手術看護学会東海地区会長 後藤 紀久 

 理事長挨拶                   日本手術看護学会理事長 ミルズしげ子 

 来賓祝辞                 公益社団法人愛知県看護協会会長 三浦 昌子 

 功労者表彰                昭和大学認定看護師教育センター 石橋まゆみ 

10：00～10：50 大会長講演 

司会：諌山 三絵（福岡大学病院） 

 患者中心の看護を提供するための手術室と病棟との連携 

岐阜大学医学部附属病院 後藤 紀久 

11：00～12：00 特別講演Ⅰ 

司会：後藤 紀久（岐阜大学医学部附属病院） 

 手術を受ける患者の思いはここにある！  

認定 NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 山口 育子 

12：20～13：20 ランチョンセミナー1 

司会：渋谷 豊克（八尾徳洲会総合病院感染対策室） 

手術室アレルギー対策の今、そして未来を考えよう！ 

名古屋大学医学部附属病院 卒後臨床研修・キャリア形成支援センター 安立なぎさ 

藤田医科大学総合アレルギーセンター 矢上 晶子 

13：40～15：10 招待講演 

司会：ミルズしげ子（長野保健医療大学看護学部） 

 周術期看護実践のためのガイドライン 2022年更新の概要 

AORN  Emily Jones 

15：30～16：30 教育講演Ⅲ 

                      司会：中村 裕美（豊橋創造大学保健医療学部） 

チーム連携力を高めるコンフリクトマネジメント 

日本赤十字豊田看護大学看護管理学 松浦 正子 
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第 2会場：レセプションホール 11月 4日（金） 

10：00～11：00 教育講演Ⅰ 

司会：横田富美子（埼玉県済生会川口総合病院） 

患者や家族に寄り添う手術看護－安全管理の視点から－ 

山梨大学医学部附属病院医療の質・安全管理部 荒神 裕之 

11：10～12：10 トピックスⅠ 

司会：佐藤 澄子（杏林大学保健学部） 

家族の思いを知ろう！  

地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立こども病院 前田 奈美 

13：40～15：10 シンポジウムⅠ：手術患者を支えるチーム力 

    司会：原 健太朗（長崎医療センター） 徳山  薫（東京大学医学部附属病院） 

SⅠ-1 手術患者を支える外科医の役割、手術室管理者の役割 

市立芦屋病院病院長/ 

前：大阪大学呼吸器外科・大阪大学医学部附属病院手術部 南  正人 

SⅠ-2 手術を受ける患者の支援－皮膚・排泄ケア認定看護師の立場から－ 

名古屋大学医学部附属病院看護部  小木曽雄大 

SⅠ-3 術後疼痛管理チームの立ち上げ－多職種の架け橋としての役割－ 

                    大阪府済生会富田林病院中央手術室 宗和  守 

SⅠ-4 手術患者への薬剤師の関わり  

独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院薬剤部門 佐々木宏徳 

SⅠ-5 手術担当臨床工学技士としてのチーム連携 

              社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院臨床工学部 笠野 靖代 

SⅠ-6 周術期リハビリテーションの現状と課題 

伊勢赤十字病院医療技術部リハビリテーション課 中立 大樹 

15：20～16：20 教育講演Ⅱ 

司会：松沼 早苗（自治医科大学附属病院） 

ロボット支援人工膝関節置換術における新たなチーム連携 

岐阜大学大学院医学系研究科整形外科学 小川 寛恭 

 

第 3会場：白鳥ホール 11月 4日（金） 

10：00～10：50 教育統括委員会活動報告：教育統括委員会の取り組み 

司会：坂本 文子（健康科学大学看護学部） 

中村 裕美（豊橋創造大学保健医療学部）三枝典子（前橋赤十字病院） 

坂本 文子（健康科学大学看護学部） 佐藤澄子（東京都看護協会） 横溝宗子（北里大学病院） 
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11：00～11：50 研究発表 第 4群：チーム医療Ⅰ 

座長：中西 恵子（広島市立広島市民病院） 

 4-1 臨床工学技士による手術室業務拡大の変遷－看護業務に専念するために 

臨床工学技士ができること－         愛知県豊橋市民病院 庄  章弘 

 4-2 手術室看護師が実践したせん妄予防ケアの実態 

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 大沼 桃子 

 4-3 ロボット支援人工膝関節置換術と従来手術を器械出し看護の視点で比較 

医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 天沼 慶二 

4-4 病棟看護師の手術に対する安全意識の変化－手術チームによる部屋内サインイン 

   の導入効果－                   自治医科大学附属病院 栗山 葉子 

 4-5 腹腔鏡下子宮全摘術において手術助手として診療看護師（NP）が介入した結果と考察 

                                        常滑市民病院 蟹江 明裕 

12：20～13：20 ランチョンセミナー2 

感染対策を踏まえた手術用手袋の二重装着導入に向けての取り組み 

兵庫県立こども病院手術看護認定看護師 新井 良子 

 

13：40～15：40 シンポジウムⅡ：認知症患者の周術期看護の心得 

司会：河合 桃代（帝京平成大学ヒューマンケア学部） 横溝 宗子（北里大学病院） 

SⅡ-1 タイプ別に考える認知症患者の周術期管理 

岐阜大学医学部附属病院心臓血管外科/スまいるはあとクリニック 山口聖次郎 

 SⅡ-2 認知症のある患者への周術期における看護連携と多職種連携 

                    公益財団法人倉敷中央病院消化器外科病棟 柴田 愛子 

 SⅡ-3 局所麻酔下で手術を受ける認知症高齢者に対するケアの困難さと要因 

JA愛知厚生連海南病院手術センター 山田 祐樹 

SⅡ-4 周手術期において認知症者に寄り添う看護実践 

－手術室看護師にこそ必要な認知症看護の視点－ 

岐阜大学医学部附属病院東 9階病棟 百武 大介 

SⅡ-5 認知症者の周術期看護－リエゾンナース、専門看護師の立場から－ 

伊勢赤十字病院 MPU病棟 奥野 史子 

 SⅡ-6  認知症患者の周術期看護を考える－在宅医療を支える訪問看護の立場から－ 

訪問看護ステーションせせらぎ 髙橋 綾香 

15：50～16：50 トピックスⅡ（動画） 

司会：山本 千恵（公益財団法人倉敷中央病院） 

周術期看護の大切なもの－患者中心の周術期看護を目指したチーム連携－ 

タスク・シフト/シェアの方向性                参議院議員 友納 理緒 
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第 4会場：国際会議室 11月 4日（金） 

10：00～10：50 研究発表 第 1群：手術室運営，看護管理Ⅰ 

座長：茶谷 園子（京都第一赤十字病院） 

 1-1 手術室入室時の待ち時間軽減に向けたお迎え入室の効果 

富山県済生会高岡病院 石田 静恵 

 1-2 急性期病院手術センターで症例を限定した待機勤務を経験した看護師の認識 

熊本赤十字病院 山室  縁 

 1-3 手術室看護師の系列病院内での応援派遣を経験して－応援看護師への影響－ 

社会医療法人財団池友会新小文字病院 古畑  慧 

 1-4 手術を受けるブラジル人患者向けの通訳音声を取り入れたコミュニ 

ケーションツールの有用性の検討 

地方独立行政法人三重県立総合医療センター 伊藤 久美 

 1-5 手術看護業務に対する意識調査           城西南医療センター病院 松沼 朋良 

11：00～11：50 研究発表 第 5群：看護基礎教育 

座長：佐藤明日美（JCHO中京病院） 

 5-1 看護師国家試験における手術看護の出題傾向          帝京平成大学 河合 桃代 

 5-2 周術期管理チームによる病棟看護師への教育と取り組み 

社会医療法人財団池友会新小文字病院 田中 美帆 

 5-3 手術室学生指導用紙を活用した効果－指導における困難感軽減に向けての取り組み－ 

                               国家公務員共済組合連合会呉共済病院 渡邊悠起子 

 5-4 新人看護師の針刺し防止を目的とした器械出しシミュレーション教育の取り組み 

                              愛知医科医大学病院 竹内 亜椰 

5-5 離職率低下に係る手術部新人看護師と指導者の相互作用  

広島大学病院 藤井  聖 

13：40～14：30 研究発表 第 8群：継続教育Ⅰ 

座長：倉藤 晶子（日本医科大学付属病院） 

 8-1 手術部における社会人基礎力の導入に向けた取り組み   東北大学病院 大原 朋子 

 8-2 人工関節置換手術を効率的に進めるために―手術準備マニュアルの活用について― 

帝京大学ちば総合医療センター 田中 裕里 

 8-3 開心術の受け入れ時間短縮に向けたピッキング材料セットの導入 

旭川赤十字病院 菊池恵美子 

  8-4 ＜優秀演題＞手術室看護師が新人看護師に行っている外回り看護の指導 

県立がんセンター新潟病院 大滝 郁代 

 8-5 手術室看護師の新人実地指導者が抱く指導マインド 

大阪市立総合医療センター 耳川 晶子 
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14：40～15：30 研究発表 第 10群：継続教育Ⅱ 

座長：広橋 紀子（佐賀大学医学部附属病院） 

 10-1 他部署で超緊急手術を行う手術室看護師の不安の調査   仙台市立病院 齋藤 美希 

 10-2 ベテラン看護師が基礎看護職員に得意な器械出し看護を指導することで感じる思い 

東京都立大塚病院 大場 俊祐 

 10-3 手術室に配置転換した看護師の職務継続に影響する要因について 

                      がん・感染症センター都立駒込病院 菊池 香織 

 10-4 COVID-19感染患者に対する手術実施における看護師への教育的取り組み 

熊本赤十字病院 前田 尚孝 

 10-5 地域周産期母子医療センターへの手術室体制整備 

－帝王切開緊急度 1アクションカード導入における効果の検討－      

 株式会社日立製作所日立総合病院 荻原 冴美 

15：40～16：30 研究発表 第 12群：術後看護 

座長：小野由美子（仙台市立病院） 

 12-1 術後の申し送りと術後観察を病棟で実施した効果の検討－インタビューを行って－ 

                                福井赤十字病院 松島絵里香 

 12-2 A病院手術室看護師の術後訪問に関する認識調査 

近江八幡市立総合医療センター 吉野 直子 

 12-3 術後インタビューにより導き出された患者の思いと今後の課題 

                      社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会加須病院 五十畑紅音 

 12-4 術後訪問定着に向けての取り組み－スタッフへの意識調査を通して－ 

                                     社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院  東寺 一樹 

  12-5 手術室看護師による術後訪問の現状と今後の課題  

大阪市立十三市民病院 松田 友子 

 

第 5会場：会議室（141・142） 11月 4日（金） 

10：00～10：50 研究発表 第 2群：安全管理 

座長：武部  巧（厚生連高岡病院） 

 2-1 手術室急変時の危機管理意識と行動の変化－急変時を想定したシミュレーションを通し 

て－           医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院 原田 和仁 

 2-2 リスク感性尺度を用いた手術室看護師のリスク感性に影響する要因の検討 

姫路大学看護学部 谷村 卓勇 

  2-3 過去のインシデントレポートを活用した知識管理（ナレッジマネジメント） 

－インシデント図鑑を活用して－              札幌円山整形外科病院 高橋 絢子 

 2-4 ヒヤリハット報告推進に向けての取り組み－勉強会の効果－ 

茨城西南医療センター病院 荒井さとみ 
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 2-5 ラテックスアレルギー患者への対応表の活用と妥当性の検討 

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 杉浦 美香 

11：00～11：50 研究発表 第 6群：情報管理 

座長：志子田淳子（東北公済病院） 

 6-1 記録監査を通した手術安全チェックリストの記録率向上への取り組み 

愛知医科大学病院 山崎 里那 

 6-2 手術看護記録カウントチェック欄記録監査‐記録ミス発生率とその要因の検討 

高知医療センター 大野 智弘 

 6-3 視聴覚教材の効果―病棟器械出し研修者へ向けた視聴覚教材を作成して― 

                                 伊藤病院 奥平 麗菜 

 6-4 病棟看護師が求める情報と手術室看護師の術後申し送りの現状 

独立行政法人国立病院機構都城医療センター 梶浦 健汰 

 6-5 手術室看護師と病棟看護師の連携推進を図る取り組み－相互の交換見学を通して－ 

社会医療法人恒心会恒心会おぐら病院 川口 文音 

13：40～14：40 研究倫理研修：研究対象者へのインフォームドコンセント 

－研究対象者への研究協力依頼と同意取得時のポイント－ 

司会：木村 三香（公立大学法人宮城大学看護学群） 

  中村 裕美（豊橋創造大学保健医療学部）     蒔田  覚（蒔田法律事務所）   

佐藤 弘之（東京大学大学院医学研究科）     酒井美絵子（武蔵野大学看護学部）   

蒲原 一夫（株式会社東京医学社）        坂本 文子（健康科学大学看護学部） 

 石橋まゆみ（昭和大学認定看護師教育センター） 

15：50～16：50 手術看護実践指導看護師活動報告： 

手術看護実践指導看護師実態調査からみる JONAⅢのこれから 

司会：古島 幸江（自治医科大学看護学部） 

山口 紀子（昭和大学認定看護師教育センター）石田 静恵（富山県済生会高岡病院） 

坂本 文子（健康科学大学看護学部）     古島 幸江（自治医科大学看護学部） 

  堀口奈津美（公立富岡総合病院） 

 

第 6会場：展示室（211・212） 11月 4日（金） 

10：00～10：40 研究発表 第 3群：体温管理Ⅰ 

座長：レイヴェンヒル智穂（公立陶生病院） 

  3-1 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術時に温風式加温装置を使用した体温管理の有用性 

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 水田 千穂 

3-2 ロボット支援下腹腔鏡下手術における体温管理 

両上肢体側固定時における温風加温装置使用方法の検討  小牧市民病院 石黒 頌子 
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 3-3 全身麻酔で手術を受ける患者の術前の着衣状況による麻酔導入後の体温変化 

第一相再分布性低体温に着目して        NTT東日本札幌病院 萩澤  栞 

  3-4 腹臥位腰椎手術における効果的な加温方法の検討 

公立学校共済組合東北中央病院 坂野 幸栄 

10：50～11：40 研究発表 第 7群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅰ 

座長：酒井 香余（香川県立中央病院） 

7-1  褥瘡はおろか反応性充血すら発生させないことを探求した脳神経外科パークベンチ体位 

固定方法の効果の検討         国立病院機構長崎医療センター 原 健太朗 

 7-2 術前患者に皮膚水分率測定器を使用した手術室看護師のスキンテアリスクアセスメント 

が予防対策に及ぼす影響  

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 二宮 結花 

 7-3 ポビドンヨードによる術後の皮膚変色の発生と関連因子の実態調査 

                          奈良県西和医療センター 安村 瑠美 

 7-4 脊椎の腹臥位手術による顔面の皮膚障害予防への取り組み  

野崎徳洲会病院 音川満妃子 

 7-5 腹腔鏡下手術で使用する顔面保護離被架の改良 

－スタッフ間で安全性と利便性の調査－      加賀市医療センター 吹谷 憲治 

12：20～13：20 ランチョンセミナー3 

司会：森兼 啓太（山形大学医学部附属病院検査部感染制御部） 

Ｎs・Ｄrのこだわりキット－リユーザブルガウンとドレープを添えて－ 

              横須賀市立うわまち病院手術室 髙實子千晴 

 

13：40～14：30 研究発表 第 9群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅱ 

座長：真野 敏夫（札幌医科大学附属病院） 

  9-1 腹腔鏡下 S状結腸切除体位による下肢神経障害予防法の検討 

国立病院機構東近江総合医療センター 一原 沙織 

 9-2 側臥位の体圧分散方法の検討－2重マットによる大転子部と大腿部の体圧を比較して－ 

                             鹿児島厚生連病院 清水 千弘 

 9-3 無麻酔下で体感する二種類の側臥位固定による苦痛とその要因 

 日本生命病院 豊島 朋美 

 9-4 腹腔鏡下頭低位砕石位手術での術後にコンパートメント症候群を発症した事例の検証 

                              大津赤十字病院 弓削 洋美 

 9-5 側臥位で使用する腋窩枕の検討－意識下から安楽な体位をめざして－ 

                        医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 別所 桃子 
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14：40～15：20 研究発表 第 11群：感染対策Ⅰ 

座長：北口千寿子（奈良県立医科大学附属病院） 

 11-1 手術時手洗いにおけるツーステージ法とウォーターレス法の評価 

神奈川リハビリテーション病院 會田 美樹 

 11-2 外回り看護師が手術中に個人防護具着用を徹底できていない要因 

                独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 砂坂 志織 

 11-3 A病院手術室における外回り看護師のエプロン・ゴーグル着用定着に向けた取り組み 

                               綾部市立病院 富本由紀子 

 11-4 メイヨスタンドカバー２重被覆によるピンホール発生の実態調査と有用性の検証 

                       医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 内堀 香織 

15：30～16：20 研究発表 第 13群：感染対策Ⅱ 

座長：秋葉 由美（地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院） 

 13-1 A病院手術室外回り看護師の手指衛生遵守率を阻害する要因 

社会医療法人財団互恵会大船中央病院 安川 正起 

 13-2 COVID－19患者の手術対応における看護師が抱える不安の軽減に繋がる取り組み 

 医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 川尻紅瑠美 

 13-3 肩関節鏡手術の体位固定における、体位チェックリストの有用性についての検討 

                              トヨタ記念病院 丹羽 優斗 

 13-4 手術前の下肢洗浄効果の検証      医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 田村 瑶子 

 13-5 手術室における COVID-19感染対策の取り組みと成果 

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 小森 久実 

 

ポスター会場：会議室（131・132） 11月 4日（金） 

11：00～11：50 示説Ⅰ：手術室運営，看護管理，チーム医療 

座長：中生 育代（関西医科大学総合医療センター） 

  PⅠ-1 手術室看護師の新型コロナウイルス感染者発生を想定した BCP対応フローチャート 

の作成                   群馬県済生会前橋病院 茂木 佳映 

 PⅠ-2 手術室における患者満足度の実態調査と今後の課題 宮崎県立宮崎病院 神應寺瑤子 

 PⅠ-3 外回り看護師の業務開始前残業時間削減に向けた業務 KAIZEN 

－組織風土変革のためのプロセスを考える－     熊本赤十字病院 鳥飼 拓哉 

 PⅠ-4 超緊急帝王切開受け入れのための手術室での取り組みと効果 

                                             奈良県立医科大学附属病院 山下 実紅 

 PⅠ-5 腹腔鏡下手術における手術室看護師と病棟看護師が互いに必要とする申し送り情報と 

理由の調査                綜合病院山口赤十字病院 佐川 友祐 
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13：40～14：30 示説Ⅱ：看護倫理，安全管理 

座長：梅木のぞみ（国家公務員共済組合連合会呉共済病院） 

  PⅡ-1 透析患者の意識下での血管拡張術における外回り看護師の経験 

地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 古賀 陽子 

 PⅡ-2 手術室看護師の医療安全における未然回避行動についての実態調査 

盛岡赤十字病院 大内真友子 

 PⅡ-3 患者の安全で円滑な手術室入室を目指して 

－病棟・外来看護師の術前準備に対する理解度の実態調査－ 

北海道中央労災病院 中村 健太 

 PⅡ-4 SSPPD（亜全胃温存膵頭十二指腸切除術）における器械台内配置の統一 

－効率性を高める取り組み－         JA北海道厚生連札幌厚生病院 矢本真由美 

 PⅡ-5 術中カウント物不一致時の状況と発見場所の調査 

－患者体内遺残物回避を目指して－ 

琉球大学病院 新里 和希 

14：40～15：40 示説Ⅲ：継続教育，術前看護Ⅰ 

座長：大森真梨菜（四国こどもとおとなの医療センター） 

 PⅢ-1 器械出し看護師のノンテクニカルスキルに関する自己評価活動の効果 

                               東京逓信病院 岡崎 大輔 

 PⅢ-2 腹臥位手術の体位固定方法の暗黙知の可視化 

－ロールプレイ後のグループ・インタビューを通して－ 都立神経病院 西塚  綾 

 PⅢ-3 術前麻酔外来を活用した周術期看護の視点を持った手術室看護師の育成 

                             愛知医科大学病院 中野 健太 

  PⅢ-4 手術看護師ラダーに基づいた教育計画の実施と評価－勉強会スケジュール表の活用－  

地方独立行政法人市立大津市民病院 阪本 奈緒 

 PⅢ-5 病棟看護師の看護師経験年数による手術室多職種カンファレンス記録活用の違い 

－術前の情報収集において－            富山赤十字病院 津田 侑亮 

  PⅢ-6 手術前看護記録用紙の作成と使用後の評価         盛岡市立病院 菊池 佳代 

15：50～16：30 示説Ⅳ：術前看護Ⅱ，術後看護，家族看護 

座長：市島  哲（医療法人博俊会春江病院） 

 PⅣ-1 術後疼痛に関連した術前の教育的看護介入の効果 

－パンフレット使用と PCAの体験型指導の導入－     市立甲府病院 河西 美枝 

 PⅣ-2 スタッフが自主的に術後訪問を行える風土づくり  

総合病院水島協同病院 栁谷さゆり 

 PⅣ-3 手術中待機家族への PHSを使用した電話訪問による家族ケアの有効性 

           地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 礒野 道江 

 PⅣ-4 A病院における手術室看護師による術中訪問の実態調査 

地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 本田 千明 


