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第 36回日本手術看護学会年次大会 

第 2日目 プログラム 

 

第 1会場：センチュリーホール 11 月 5日（土） 

8：20～8：50 総会 

9：00～9：50 広報委員会活動報告： 「手術看護の日」制定と広報委員会の活動 

司会：飯塚 由記（水戸医療センター） 

草柳かほる（帝京平成大学ヒューマンヘルスケア学部）飯塚 由記（水戸医療センター） 

前田  浩（順天堂大学医学部附属順天堂医院）    貝沼  純（福島医科大学附属病院） 

ミルズしげ子（長野保健医療大学看護学部） 

10：00～10：50 特別講演Ⅱ 

司会：山本 千恵（公益財団法人倉敷中央病院） 

 看護職の処遇改善に至る経緯と看護職に求められる政策力 

公益社団法人日本看護協会 福井トシ子 

11：00～12：00 教育講演Ⅴ 

司会：木村 三香（宮城大学看護学群） 

 これからの新人看護師教育－臨床での経験より－ 

日本赤十字社医療事業推進本部 庄野 泰乃 

12：20～13：20 ランチョンセミナー4 

 ロボット手術の現状と今後の展望について    

藤田医科大学病院総合消化器外科 須田 康一 

同 看護部 水野 友紀 

13：40～14：40 教育講演Ⅵ 

司会：草柳かほる（帝京平成大学ヒューマンケア学部） 

 顧客の満足度を向上させるための社員教育         サマンサジャパン株式会社 野坂 泰行 

14：50～16：20 シンポジウムⅤ：患者・家族に寄り添った看護を目指して 

司会：坂本 文子（健康科学大学看護学部） 

SⅤ-1 ひとりの患者さんを継続して看ること    愛知医科大学病院看護部 井上 里恵 

 SⅤ-2 入院前から「周術期看護」を支える仕組み 

－周術期・術前外来フローシステムの紹介－ 

滋賀医科大学医学部附属病院患者支援センター 望月美記代 

 SⅤ-3 消化器外科病棟の看護師として、患者・家族に寄り添う看護をするために 

大切にしていること       浜松医科大学医学部附属病院看護部 白栁  綾 

 SⅤ-4 患者・家族に寄り添った手術看護の提供に向けて 

独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院手術室 澤田 大和 
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16:20～16:30 閉会式 

 第 37回年次大会案内・次期大会長挨拶 

日本手術看護学会九州地区会長 諌山 三絵 

16:30～ 閉会の辞 

日本手術看護学会東海地区副会長 中山 龍二 

 

第 2会場：レセプションホール 11 月 5日（土） 

9：00～10：00 教育講演Ⅳ 

司会：三枝 典子（前橋赤十字病院） 

 手術看護に役立つ周術期アセスメント        奈良県立医科大学麻酔科学教室 内藤 祐介 

10：10～11：40 シンポジウムⅢ：新たな時代の周術期医療 

司会：古島 幸江（自治医科大学看護学部） 

SⅢ-1 高度化、専門化する周術期医療における不易流行：更なる患者中心の医療へ 

鳥取大学医学部附属病院医療安全管理部 谷口 雄司 

 SⅢ-2 よりよい周術期医療を目指すためのアイデア 

岐阜大学医学部附属病院手術部 長瀬  清 

SⅢ-3 新しい時代の周術期チームにおけるかわるものかわらないもので 

変化・進化・深化する       福島県立医科大学附属病院手術部 貝沼  純 

 SⅢ-4 新たな時代の遠隔手術実現に向けたロボット支援手術 

                       弘前大学医学部附属病院臨床工学部 紺野 幸哉 

12：20～13：20 ランチョンセミナー5 

司会：石田 静恵（富山県済生会高岡病院）

Surgical Smoke Up To Date－医療従事者の健康を考える－ 

北海道大学消化器外科Ⅱ 渡邊 祐介 

 海南医療センター  清水 義之 

13：40～15：10 シンポジウムⅣ：チームの要となるリーダー看護師育成 

司会：山口 紀子（昭和大学認定看護師教育センター） 

SⅣ-1 チームの要となるリーダー看護師の育成－A病院の課題と取り組み－ 

大阪大学医学部附属病院手術部 井口 和江 

 SⅣ-2 チームの要となるリーダー看護師育成 

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院中央手術室 二宮 結花 

 SⅣ-3 手術看護実践指導看護師が行うリーダー看護師育成  

唐津赤十字病院手術室 長﨑  剛 

 SⅣ-4 リーダー看護師に求められるリフレクション  愛知医科大学病院 NP部 森  一直 
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15：20～16：00 研究発表 第 22群：体温管理Ⅱ 

座長：垣地 幸枝（石川県立中央病院） 

 22-1 腹腔鏡手術 7における術中加温の有無による体温変化の実際 

山形大学医学部附属病院 阿部 真衣 

  22-2 脊椎手術時の試作的加温方法による体温管理      秋田赤十字病院 石井 匡人 

 22-3 プレウォーミング法による体温低下予防の有効性の検証 

松戸整形外科病院 石橋 真緒 

 22-4 腹腔鏡下両手巻き込み症例における温風式加温装置ブランケット種類別の体温変化 

特定医療法人光晴会病院 江上 智帆 

 

第 3会場：白鳥ホール 11 月 5日（土） 

9：00～10：00 トピックスⅢ 

司会：亀森 康子（自治医科大学附属さいたま医療センター） 

 チーム医療とは何ですか。何ができるとよいですか 

－エビデンスに基づいたチーム 2.0のすゝめ（チーム STEPPS）－ 

国立保健医療科学院国際協力研究部 種田憲一郎 

10：30～11：30 トピックスⅣ 

司会：渋谷 豊克（医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院）倉藤 晶子（日本医科大学付属病院） 

皆さんの悩みを解決します！           岐阜大学医学部附属病院 後藤 紀久 

12：20～13：20 ランチョンセミナー6 

 司会：小林美奈子（日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部） 

コロナ時代の外部業者の入退室・感染管理 

日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部 小林美奈子 

国立がん研究センター中央病院手術部 石井 和美 

佐賀県医療センター好生館手術部 下村 聡美 

群馬大学医学部附属病院手術部 高野  聡 

13：40～15：10 教育セミナー：ロボット支援手術における周術期のチーム連携 

司会：中村 良子（日本赤十字社伊勢赤十字病院） 佐藤明日美（JCHO中京病院） 

 1 ロボット支援手術の看護と新規導入時のチーム形成における工夫 

名古屋市立大学病院 岡田 悠揮 

2  新規術式の導入や新たなメンバーの参加など、変化する状況での人材育成やチーム連携 

小牧市民病院 杉林 保幸 

3  ロボット支援手術看護における合併症やトラブル発生時の対応について、 

看護実践やチーム連携                        名古屋大学医学部附属病院 小島 和明 

4 今後も進化し続けるロボット支援手術を見据えた、人材育成やチーム連携                  

藤田医科大学病院 水野 友紀 
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15：20～16：10 研究発表 第 23群：災害対策，他 

座長：真子 文恵（福岡大学病院） 

 23-1 手術室の災害時避難行動に対する意識の変化－麻酔科医・執刀医・看護師と連携した 

避難訓練を実施して－                      いわき市医療センター 佐藤みずほ 

 23-2 手術室における地震発生時の災害訓練の再考－シミュレーション群と動画視聴群の 

比較－                   札幌医科大学附属病院 千葉 隼人 

 23-3 A病院手術室における、地震災害時対応への知識の向上 

                            名古屋医療センター 伊豆 彩花 

  23-4 手術室看護師を対象とした臓器提供に関する知識向上への取り組み 

                                                        半田市立半田病院 坂口  葵 

 23-5 Ａ病院手術室における COVID－19感染禍の勤務を経験した看護師の意識調査 

旭川赤十字病院 立野 貴康 

 

第 4会場：国際会議室 11 月 5日（土） 

9：00～9：50 研究発表 第 14群：チーム医療 II 

座長：渡部みずほ（越谷市立病院） 

 14-1 眼科手術を新人看護師が担当することによる業務改善の効果 

                          佐賀大学医学部附属病院 下村由希子 

 14-2 手術体位による神経障害についての継続的観察への取り組み 

焼津市立総合病院 増田 裕子 

 14-3 ロボット支援食道切除術の緊急開胸時に医療チームとして望む行動 

                       医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 黒木  綺 

 14-4 A病院における超緊急帝王切開のプロトコール作成とシミュレーション実施前後に 

おける有効性の検証              総合病院聖隷浜松病院 本多 衿茄 

 14-5 医師の異動による手術内容の変化に伴う医師と看護師の思いの現状把握 

                             独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 加藤 汐里 

10：10～11：40 手術看護認定看護師看護実践報告： 

あなたの手術看護を BEST PRACTICEにつなげよう 

 －周術期看護における「患者中心の実践」「チーム医療」－ 

司会：松沼 早苗（自治医科大学附属病院） 野瀬 珠美（大阪市立総合医療センター） 

 術後せん妄ハイリスク患者への早期介入に向けた取り組み 

  －認知症ケアチームとの連携－             岩手県立磐井病院 門間 りえ 

 術中体位により下肢灌流障害出現のリスクが高い患者に対し、術前に多職種合同チーム 

 による体位シミュレーションを実践したことで、安全な術中管理を提供できた一事例 

  －認定看護師 5年間の歩みを添えて－           熊本赤十字病院 鳥飼 拓哉 
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13：40～14：30 研究発表 第 20群：家族看護・心理的支援  

座長：佐藤 由美（みやぎ県南中核病院） 

 20-1 幼児前期の児が麻酔前投薬を内服するときに現れる母親の思い 

東京都立小児総合医療センター 齊藤 陽子 

 20-2 手術を受ける患児へのディストラクションの実態調査から分かったこと 

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 山崎 知世 

 20-3 手術看護をナラティブで共有することの効果 

                    社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会千里病院 本田麻奈美 

 20-4 周術期患者における「不安」と「怒り」に関する研究 

一般財団法双仁会青森厚生病院 小笠原美喜 

 20-5 急性期循環器専門病院における心理的安全の高い職場を目指した取り組み 

公益財団法人榊原記念財団附属榊原記念病院 齊藤 美里 

14：40～15：30 研究発表 第 21群：術前看護Ⅲ 

座長：山本 裕子（兵庫県立尼崎総合医療センター） 

 21-1 手術室看護師の術前外来に対する思いの変化－導入時の関わりを通して－ 

                              トヨタ記念病院 山田 未来 

 21-2 手術を受ける患者と手術室看護師のかかわりに関する研究 

－手術室入室から麻酔導入まで－    慶應義塾大学 看護医療学部 松嵜  愛 

 21-3 患者が手術室の部屋内で申し送りを待つ間の思い 

国家公務員共済組合連合会東北公済病院 水沼 昌子 

 21-4 術前訪問に紙芝居型ツールを活用したプレパレーション効果  

宝塚市立病院 松本  恵 

 21-5 白内障手術を受けた患者へのインタビュー調査－患者が感じる手術中のイメージを 

明らかにする－               関西医科大学香里病院 森  千尋 

 

第 5会場：会議室（141・142） 11 月 5日（土） 

9：00～9：50 研究発表 第 15群：術前看護Ⅰ 

座長：田中  猛（広島県厚生農業協同組合連合会 JA 廣島総合病院） 

 15-1 ＜優秀演題＞手術室看護師が捉えた周術期看護の専門性  

上智大学大学院 実践宗教研究科 安東 彩乃 

 15-2 糖尿病療養指導士による手術を受ける患者への術前支援の効果について 

                独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院 森本 眞澄 

 15-3 A病院版術前診察評価指標の考案－術前診察における周術期管理チーム看護師の実践 

を観察して－            地方独立行政法人市立大津市民病院 高橋智都子 

 15-4 A病院における手術センター看護師主体による術前外来の実施内容（実践報告） 

公立西知多総合病院 伊藤 宜宏 

 15-5 術前外来の禁煙指導による喫煙者の禁煙行動の変化    益田赤十字病院 水津 智恵 
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10：00～11：00 研究発表 第 18群：術前看護Ⅱ 

座長：上野 香織（独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター） 

 18-1 炎症性腸疾患患者の「手術における要望」についての調査 

横浜市立市民病院 高宮 菜美 

 18-2 周術期外来導入による呼吸器外科患者への効果の検証 

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 今谷 智美 

 18-3 術前外来・術前訪問を通した手術室看護師による術前看護の実態 

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 加納 朋美 

 18-4 神奈川県内病院における術前禁煙指導と看護師の認識・自己効力感との関連 

                  横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻 伊藤 梨絵 

 18-5 術前看護師外来を担う手術室看護師の周術期看護における思考過程の特徴－インタビ 

ュー調査から見えた想い－     医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 三ヶ月三鈴 

 18-6 食道癌手術患者の在宅における術前呼吸訓練の実態調査と実施・継続に影響する要素の 

分析                     名古屋市立大学病院 榊原 愛子 

12：20～13：20 ランチョンセミナー7 

司会：伊藤 環（愛知県がんセンター手術室） 

まずは普段使うものから、見直そう！ 

手術キットの見直しと看護の質向上に向けた取り組み 

          独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院中央手術室 佐々木明美 

同 手術看護認定看護師                福岡眞奈美 

 

13：40～15：10 フリートークセッション 

清潔野補助業務を担う臨床工学技士とより善き関係性の構築を目指した課題の明確化 

座長：古島 幸江（自治医科大学看護学部）北本 憲永（総合病院聖隷浜松病院） 

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） 

宗和  守（大阪府済生会富田林病院） 石田 達也（済生会横浜東部病院）  

北本 憲永（総合病院聖隷浜松病院） 

 

第 6会場：展示室（211・212） 11 月 5日（土） 

9：00～9：40 研究発表 第 16群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅲ 

座長：今井 幹也（愛媛県立中央病院） 

 16-1 全身麻酔下開腹肝胆膵手術におけるディスポ―ザブルリトラクター使用時の 

皮膚障害予防法の検討        国立病院機構長崎医療センター 立花 玲華 

 16-2 長時間・特殊体位による皮膚トラブル予防の実践報告 

東京大学医科学研究所附属病院 小舘 未沙 

 16-3 腹臥位で手術を受ける患者の褥瘡予防の検討 

－体圧分散用具と皮膚湿潤との影響関係－   綜合病院山口赤十字病院 福本 絵理 
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 16-4 手術室における MDRPUの発生実態と DMとの関連 

                    兵庫県立リハビリテーション中央病院 藤井 由香 

9：50～10：30 研究発表 第 17群：皮膚・神経障害の予防，DVT対策Ⅳ 

座長：阿久澤彩子（JCHO群馬中央病院） 

 17-1 手術患者におけるポリウレタンフィルムドレッシング材使用時の 

皮膚障害・褥瘡発生要因の検討          

  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 上村 貴弘 

 17-2 脊椎くも膜下麻酔下・ジャックナイフ位における上肢の安楽体位についての検討 

                                        大腸肛門病センター高野病院 白石奈穂美 

 17-3 腹臥位固定時の大腿部前面支持具による除圧効果の検討 

高崎総合医療センター 千明 志輔 

 17-4 経鼻挿管チューブの固定方法変更による医療関連機器圧迫創傷予防 

旭川赤十字病院 吉田 麻紀 

 

10：40～11：30 研究発表 第 19群：手術室運営・看護管理Ⅱ 

座長：本間 陽子（北海道大学病院） 

 19-1 周術期看護充実へ向けた多部署間での取り組み  

東京大学医科学研究所附属病院 小林 路世 

 19-2 手術室の看護体制に 2交代制勤務を導入した効果   

－時間外勤務と蓄積的疲労徴候に焦点をあてて－ 

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 望月 理子 

 19-3 周術期外来の運営について組織変革理論を用いた導入  

公立西知多総合病院 山田 昌矢 

 19-4 A病院手術室への夜間リリーフ体制構築に向けた取り組み  

愛知医科大学病院 分造 健太 

 19-5 看護師の修練度が脳腫瘍手術に与える影響に関する研究 

－手術時間および出血量からの検討－ 

  順天堂大学医学部附属順天堂医院 井浦 利栄 

12：20～13：20 ランチョンセミナー8 

司会：松沼 早苗（自治医科大学附属病院） 

内視鏡外科手術におけるエネルギーデバイスと鉗子の適正使用 

       聖路加国際大学消化器センター、聖路加国際病院消化器・一般外科 鈴木 研裕 

 

 

 

 



8 

ポスター会場：会議室（131・132） 11 月 5日（土） 

9：50～10：40 示説Ⅴ：心理的支援，皮膚・神経障害の予防，DVT対策，感染対策Ⅰ 

座長：砂野有希乃（藤田医科大学病院） 

 PⅤ-1 手術室看護師が周手術期にある患者に対して精神的援助ができたと考える体験 

                           医療法人宝生会 PL病院 上西 和人 

 PⅤ-2 白内障手術中に看護師が患者の手を握る効果       かみいち総合病院 坂本はなえ 

 

 PⅤ-3 手術室における表皮剥離発生件数の減少に向けた取り組み 

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 中澤みさ子 

 PⅤ-4 A病院の開頭手術における神経症状や褥瘡発生実態調査 

－仰臥位の体位固定に焦点を当てて－  

公益財団法人天理よろづ相談所病院 野口 真央 

 PⅤ-5 展開室における浮遊塵埃数に影響を与える要因        都立広尾病院 中川 恵美 

10：50～12：00 示説Ⅵ：感染対策Ⅱ，災害対策，その他 

座長：長田オリエ（中部徳洲会病院） 

 PⅥ-1 除圧マット（ソフトナースⓇ）の除菌方法の検証 

－クリネル®（洗浄・除菌ワイプ）を使用して－     

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 稲田 美紀 

 PⅥ-2 除圧マット（ソフトナースⓇ）細菌培養結果にともなう効果的な除菌方法の検討 

                 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 宮地 千春 

 PⅥ-3 災害発生時に動けるフローチャート・アクションカード作成までのプロセス 

                      社会医療法人将道会総合南東北病院 若山  寛 

 PⅥ-4 ロボット支援下手術に関わる手術室看護師の地震発生時の行動に繋がる意識の変化 

地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立がんセンター 鎌田 亜季 

 PⅥ-5 手術室看護師として継続勤務できる肯定的な要因－ラダー別に検討－ 

労働者健康安全機構山陰労災病院 精山 絢子 

 PⅥ-6 看護場面の共有を継続することによる手術室看護師の意識変化 

－終礼時カンファレンス導入による効果－ 杏林大学医学部付属病院 羽生  聡 

 PⅥ-7 日帰り手術を受けた患者の術後インタビューから見た手術室看護に関するニーズ 

                       JA岐阜厚生連東濃中部医療センター東濃厚生病院 楓  友美 


