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評議員会　8:20 ～ 8:50

総会　8:50 ～ 9:20

パネルディスカッション4	 9:30 ～11:00

患者安全のための多職種間コミュニケーション
司会：
南 　正人（大阪大学医学部附属病院手術部）
鈴木 健一（日本医科大学付属病院ME部）
演者：
「	多職間コミュニケーション理想と現実：外科医
の目線」

藤井 正大（日本医科大学千葉北総病院心臓血管外科）
「	患者支援センターによる周術期の安全支援	─多職
種チームによるPerioperative	Optimaization─」

谷口 英喜（済生会横浜市東部病院患者支援センター）
「	手術室看護師が考える安全のための多職種間
コミュニケーション」

岡田 貴枝（昭和大学藤が丘リハビリテーション病院）
「	薬剤師が考える多職種間コミュニケーションを
考える」

舟越 亮寛（ 医療法人鉄蕉会医療管理本部薬剤
管理部/亀田総合病院薬剤部）

「	手術室運営を担う臨床工学技士の役割と他職
種間協働」

定　 亮志（大阪市立大学医学部附属病院中央手術部）

理事長講演　11:00 ～12:00

演者：
「手術医学のこれから」

安原 　洋（東京逓信病院）
司会：
大久保 憲（医療法人幸寿会平岩病院）

ランチョンセミナー7	 12:10 ～13:10

共催：ファイザー株式会社
司会：
高階 雅紀（ 大阪大学医学部附属病院手術部・

材料部・臨床工学部）
演者：
「遷延性術後痛対策としての亜急性鎮痛の意義」

飯田 宏樹（ 岐阜大学大学院医学系研究科麻酔・
疼痛制御学）

スイーツセミナー 4	 15:20 ～16:10

共催：スリーエムジャパン株式会社
司会：
針原 　康（NTT東日本関東病院外科）
演者：
「	医師をその気にさせる手術安全チェックリスト
の真実	
─Safe	Surgery	2015	ガイドブックを読み解く─」

菊地 龍明（ 横浜市立大学附属病院医療安全・
医療管理学）

シンポジウム4	 16:20 ～17:50

日本の医療関連感染サーベイランスの現況
共催：日本環境感染学会JHAIS委員会
司会：
針原 　康（NTT東日本関東病院外科）
演者：
「	医療関連感染サーベイランス	
～日本と欧米との比較～」

森兼 啓太（ 山形大学医学部附属病院検査部・
感染制御部）

「JHAIS	SSIサーベイランス　最新の全国集計結果」
佐和 章弘（ 広島国際大学薬学部医療薬学研究

センター）

「SSIサーベイランスの判定事例集」
四宮 　聡（箕面市立病院感染制御部）

「本邦の医療器具関連感染サーベイランスの現況」
藤田 　烈（ 国際医療福祉大学未来研究支援セ

ンター）

閉会の辞　17:50 ～17:55

スイーツセミナー5	 15:20 ～16:10

共催：大研医器株式会社
司会：
鈴木 健一（日本医科大学付属病院ME部）
演者：
「	術後疼痛緩和のために手術室看護師ができる
こと」

佐々木 久美子（日本医科大学武蔵小杉病院）

一般演題　チーム医療3	 16:20 ～17:16

座長：佐藤 裕子（東北大学病院）
演者：
85．今村 里永（市立豊中病院手術部）
86．大澤 尚矢（ 北海道社会事業協会小樽病院

臨床工学科）
87．小西 久美子（済生会吹田病院）
88．黒澤 　温（旭川医科大学病院手術部）
89．大貫 京子（ 日本医科大学麻酔科学教室）
90．石ヶ森 重之（ 日本医科大学多摩永山病院

手術室）
91．高橋 直子（ 日本医科大学多摩永山病院手

術室）

スイーツセミナー 6	 15:20 ～16:10

共催：バクスター株式会社
司会：
玉井 久義（虎の門病院麻酔科）
演者：
「	長時間腹部手術後の手術部位感染症（SSI）と
吸入麻酔薬使用との関連」

長嶺 祐介（横浜市立大学医学部麻酔科学）

一般演題　情報システム・医療経済	 16:20 ～17:00
座長：酒井 順哉（ 名城大学大学院都市情報学研

究科保健医療情報学）
演者：
★119．藤田 憲明（北海道大学病院手術部）
120．遠藤 義幸（ 新潟大学地域医療教育センター

魚沼基幹病院臨床工学科）
121．野口 茂樹（筑波大学附属病院）
122．瀬戸口 秀一（九州大学病院手術部）
123．舘山 比佐子（弘前大学医学部附属病院手術部）

スイーツセミナー7	 15:20 ～16:10

共催：関東エア・ウォーター株式会社
司会：
倉橋 清泰（ 国際医療福祉大学医学部麻酔・集

中治療医学）
演者：
「	令和時代の手術室マネジメント	
─状況把握と問題点発掘から解決法の立案ま
で：直感からAIへ─」

志賀 卓弥（ エピグノシステムズ株式会社，東北
大学病院集中治療部）

髙山 　渉（社会医療法人財団石心会川崎幸病院）

スイーツセミナー8	 15:20 ～16:10

共催：アボットジャパン株式会社
司会：
山浦 　健（ 九州大学大学院医学研究院外科学

講座麻酔・蘇生学分野）
演者：
「	その検査結果，本当に正しいですか？	
─手術室における精度管理の必要性─」

伊藤 秀和（愛知県医療療育総合センター）

特別講演　13:20 ～14:20

演者：
「社会に貢献する共同研究─光触媒を例にして」

藤嶋 　昭（東京理科大学）
司会：
田尻 　孝（日本医科大学）

ランチョンセミナー8	 12:10 ～13:10

共催：小野薬品工業株式会社
司会：
鈴木 利保（ 東海大学医学部付属八王子病院麻

酔科）
演者：
「	心拍の安定は，患者に安全・スタッフに安心
を提供できる	
─ガイドラインと適応追加を加味して─」

国沢 卓之（旭川医科大学麻酔・蘇生学講座）

パネルディスカッション7	 13:20 ～15:20
ヒヤリハットが活きる組織文化を目指して
司会：
松田 和久（福岡みらい病院麻酔科、手術室）
長瀬 　清（岐阜大学医学部附属病院）
演者：
「	報告システムが患者安全の向上に来たす役割」

菊地 龍明（横浜市立大学附属病院）

「	手術室におけるインシデントやヒヤリハット：
その分析と業務改善への試み」

亀森 康子（ 自治医科大学附属さいたま医療セン
ター）

「IPSGを意識した医療安全」
米井 昭智（倉敷中央病院医療安全管理室）

「より良い組織文化をめざすには」
相馬 孝博（ 千葉大学医学部附属病院医療安全

管理部）

ランチョンセミナー 9	 12:10 ～13:10

共催：株式会社大塚製薬工場
目からウロコの周術期感染対策～その対策，
合っていますか？～
司会：
南　 正人（大阪大学医学部附属病院手術部）
演者：
基調講演「当院におけるSSI対策チームの活動
について」
竹内 優志（慶應義塾大学病院一般・消化器外科）
教育講演「周術期での院内感染例」
尾家 重治（ 山陽小野田市立山口東京理科大学

薬学部）

一般演題　チーム医療1	 13:20 ～14:00

座長：一法師 久美子（九州大学病院手術部）
演者：
75．岡崎 将也（ 社会医療法人医翔会札幌白石

記念病院手術部）
76．高宮 勝子（警和会大阪警察病院）
77．宮崎 知己（ 社会医療法人誠光会草津総合

病院周手術期管理センター）
78．岡崎 　匠（聖路加国際病院看護部手術室看護師）
79．横山 和之（北海道社会事業協会小樽病院外科）

一般演題　チーム医療2	 14:00 ～14:40
座長：吉田 理香（東京医療保健大学/大学院）
演者：
80．柴田 正幸（日本赤十字社前橋赤十字病院）
81．一宮 真由美（ 香川大学医学部附属病院看

護部手術部）
82．高野 　聡（群馬大学医学部附属病院手術部）
83．駒田 行生（ 奈良県立医科大学附属病院周

術期管理センター）
★84．吉澤 剛幸（ 日本医科大学付属病院リハ

ビリテーション室）

ランチョンセミナー10	 12:10 ～13:10

共催：株式会社ムトウ
司会：
谷合 信彦（ 日本医科大学武蔵小杉病院消化器

外科）
演者：
「	腹腔鏡下大腸癌手術におけるより良い手術環
境とは？	
─術後合併症を低減するために出来ること─」

石田 　隆（ 国際医療福祉大学三田病院消化器
外科）

一般演題　ME機器1	 13:20 ～14:08
座長：瀬戸口 秀一（九州大学病院手術部）
演者：
108．吉田 勇斗（ 社会医療法人医翔会札幌白石

記念病院臨床工学室）
109．西村 加奈恵（ 東海大学医学部付属病院臨

床工学技術科）
110．梅崎 遼平（ 医療法人相生会福岡みらい病

院臨床工学科）
111．園田 佳奈（ 熊本大学病院医療技術部ME

機器技術部門）
112．佐川 雅俊（ 聖隷福祉事業団聖隷浜松病院

臨床工学室）
113．黒田 　潤（日本医科大学千葉北総病院ME部）

一般演題　ME機器2	 14:08 ～14:48
座長：畠山 　登（愛知医科大学医学部麻酔科学講座）
演者：
114．田淵 陽介（ 香川大学医学部付属病院ME

機器管理センター）
115．嶋岡 健志（ 富山大学附属病院医療機器管

理センター）
116．市之瀬 透（ 神戸大学医学部附属病院国際がん

医療・研究センター医療技術室）
117．岸本 和昌（ 神戸市立西神戸医療センター

臨床工学室）
118．河原 香織（日本医科大学付属病院ME部）

ランチョンセミナー11	 12:10 ～13:10

共催：日本コヴィディエン株式会社
司会：
平田 　哲（旭川医科大学病院手術部）
演者：
「	デンジャー・ゾーンを抜け出そう！	
─静脈血栓塞栓症の周術期対策─」

黒岩 政之（北里大学医学部麻酔科学）

一般演題　ロボット支援手術1	 13:20 ～14:00

座長：髙松 千洋（佐賀大学医学部附属病院手術部）
演者：
139．髙松 千洋（全国国立大学手術部会議WG4）
140．田崎 友彬（ 一般財団法人脳神経疾患研究

所付属総合南東北病院）
141．山田 二三歩（ 横浜市立大学附属病院臨床

工学担当）
142．沼波 宏樹（愛知医科大学呼吸器外科）
143．青井 良太（堺市立総合医療センター麻酔科）

一般演題　ロボット支援手術2	 14:00 ～14:40
座長：野口 悟司（株式会社日経サービス）
演者：
144．伊藤 禎章（ 地方独立行政法人京都市立病

院臨床工学科）
145．清水 美砂（ 国家公務員共済組合連合会斗

南病院手術室）
146．岩永 晃希（ 大阪府立病院機構大阪急性期・

総合医療センター）
147．土屋 駿人（ 市立釧路総合病院医療技術部

臨床工学室）
148．宗万 孝次（ 旭川医科大学病院診療技術部

臨床工学技術部門）

ランチョンセミナー12	 12:10 ～13:10

共催：フクダ電子東京中央販売株式会社
司会：
山田 芳嗣（国際医療福祉大学三田病院）
演者：
「	理想の麻酔管理システム	
─現状と将来に向けて─」

谷口 　巧（ 金沢大学医薬保健研究域麻酔・集
中治療医学）

一般演題　周術期口腔ケア1	 13:20 ～13:52
座長：下出 典子（兵庫医科大学麻酔・疼痛制御科学）
演者：
165．末次 可奈（ 地方独立行政法人大牟田市立

病院看護部手術室）
166．山口 　円（ 兵庫医科大学医療人育成研修

センター）
167．高塚 聖子（茨城西南医療センター病院）
168．下辻 寛子（奈良医大口腔外科学講座）

一般演題　周術期口腔ケア2	 13:52 ～14:24
座長：高橋 　宏（つくばセントラル病院）
演者：
★169．服部 　馨（日本医科大学付属病院口腔科）
170．関口 久美子（ 日本医科大学千葉北総病院外

科・消化器外科）
171．吉田 美和（奈良医大附属病院医療技術センター）
172．山内 智博（ がん・感染症センター都立駒込

病院歯科口腔外科）

一般演題　周術期アセスメント	 14:24 ～14:56
座長：甲斐 哲也（九州医療センター手術・中央材料部）
演者：
173．今水流 彩乃（ 公益財団法人心臓血管研究

所付属病院）
174．中川 琴音（ 名古屋市立大学病院看護部中

央手術部）
175．宗和 　守（大阪府済生会富田林病院）
176．太田 圭亮（横浜市立大学附属病院手術部）

パネルディスカッション5	 9:30 ～11:30

手術チームの一員として活躍できる手術室
看護師の育成
司会：
谷口 雄司（鳥取大学医学部胸部外科）
倉藤 晶子（日本医科大学付属病院看護部）
演者：
「手術室看護師の教育の実際」

渡部 みずほ（越谷市立病院）

「多職種連携チームを支える手術室看護師をど
う育てるか（看護管理者の立場から）」
山本 千恵（ 公益財団法人大原記念倉敷中央医

療機構倉敷中央病院手術センター）

「麻酔科医がかかわる手術室看護師の育成」
西山 純一（ 東海大学医学部医学科外科学系麻

酔科学）

「チーム全体で取り組む手術看護教育」
渡邊 祐介（ 北海道大学大学院医学研究院消化

器外科教室Ⅱ）

「臨床工学技士が関わる手術室看護師の育成」
山下 好史（三井記念病院MEサービス部）

パネルディスカッション6	 9:30 ～11:30

歯科・口腔ケアの介入が術後回復を変える
司会：
萬家 俊博（ 愛媛大学大学院医学系研究科麻酔・

周術期学）
岸川 洋昭（日本医科大学麻酔科学教室）
演者：
「	周術期における歯科の新たな役割	
─なぜ口腔管理が必要なのか─」

山内 智博（ がん・感染症センター都立駒込病
院歯科口腔外科）

「	院内における周術期口腔機能管理	
─立ちあげとこれまでの歩みについて─」

久野 彰子（日本医科大学付属病院口腔科（周術期））

「	歯科衛生士が行う口腔トリアージ方式による
周術期口腔機能管理～ 6年間の軌跡」

山口 祐佳（ 東邦大学医療センター大森病院口腔
外科）

「外科医からみた周術期口腔ケア」
川端 良平（大阪労災病院外科・消化器外科）

「	一地域急性病院における口腔ケアを行う歯科
診療科設置の経験」

冨岡 俊也（ 日本赤十字社さいたま赤十字病院
麻酔科）

一般演題　手術体位・褥瘡1	 9:30 ～10:18

座長：堀江 久永（自治医科大学消化器一般移植外科）
演者：
92．今水流 彩乃（ 公益財団法人心臓血管研究

所付属病院）
93．岡部 正美（ 一般財団法人平成紫川会小倉

記念病院）
94．松尾 佑一（ 社会医療法人宏潤会大同病院

診療部NP科）
95．小野寺 玲子（都立駒込病院）
96．深水 和子（東京都立大塚病院）
97．政井 友子（日本医科大学付属病院中央手術室）

一般演題　手術体位・褥瘡2	 10:18 ～11:06

座長：諏訪 万恵（福井大学医学部附属病院）
演者：
98．伊藤 和美（船橋整形外科病院看護部手術室）
99．五十嵐 寛子（山形大学医学部附属病院）
100．鳥居 佳奈子（ パナソニック健康保険組合

松下記念病院手術室）
101．徳永 明香（久留米大学病院中央手術部）
102．濱崎 弘子（西宮市立中央病院）
103．田中 　遥（ 日本医科大学付属病院看護部

中央手術室）

一般演題　体温管理	 11:06 ～11:38
座長：古土井 春吾（神戸大学医学部附属病院手術部）
演者：
104．廣川 愛理（鹿児島大学手術部）
105．湯上 幸子（ 独立行政法人国立病院機構東

近江総合医療センター）
106．浅野 優治（社会医療法人杏嶺会一宮西病院）
107．酒井 裕輔（ 社会医療法人杏嶺会一宮西病

院医療機器管理室）

一般演題　医療材料・物品管理	 9:30 ～10:10
座長：丸山 　弘（日本医科大学多摩永山病院外科）
演者：
124．三重野 智志（ 久留米大学病院中央手術部

看護部）
125．大谷 安代（ 医療法人社団日高会日高病院

手術室）
★126．湶　 孝介（福井大学病院検査部手術部）
127．太田 智美（東北大学病院材料部）
128．石田 志保（京都第二赤十字病院）

一般演題　手術室環境	 10:10 ～10:50

座長：釈永 清志（富山大学附属病院手術部）
演者：
129．中嶋 大晃（ 静岡県立静岡がんセンター医

療機器管理室）
130．多和 大樹（兵庫医科大学病院臨床工学部）
131．今井田 尚文（清水建設株式会社）
★132．舩木 一美（鳥取大学医学部附属病院手術部）
133．保坂 良資（湘南工科大学工学部人間環境学科）

一般演題　災害対策・環境保全	 10:50 ～11:30
座長：吉中 平次（鹿児島市立病院）
演者：
134．黒木 依子（兵庫医科大学病院手術センター）
135．吉津 愛由美（ JCHO札幌北辰病院看護部

手術・材料部）
136．三浦 邦久（江東病院手術室）
137．野口 茂樹（筑波大学附属病院）
138．佐藤 裕子（東北大学病院手術部）

一般演題　麻酔2	 9:30 ～10:26

座長：杉本 季久造（横浜旭中央総合病院麻酔科）
演者：
149．浅田 　淳（ 奈良県立医科大学大学院医学

研究科）
150．岡本 直子（奈良県立医科大学麻酔科学教室）
151．清水 真由子（ 独立行政法人地域医療機能

推進機構秋田病院）
152．竹内 純平（日本医科大学麻酔科学教室）
153．保利 陽子（日本医科大学麻酔科学教室）
154．宮崎 いづみ（日本医科大学麻酔科学教室）
155．佐藤 眞理子（ 奈良県立医科大学麻酔科学

教室）

一般演題　感染防止1	 10:26 ～11:06

座長：荒川 創一（三田市民病院）
演者：
156．藤田 祐子（医療法人同信会福岡整形外科病院）
157．木村 好一（ 日本医科大学多摩永山病院看

護部手術室）
158．小畑 澪奈（大阪大学医学部保健学科看護学専攻）
★159．濱田 健二（ 高知県立幡多けんみん病院

手術室中央材料室）
160．北川 修司（ 北海道社会事業協会小樽病院

看護部手術室）

一般演題　感染防止2	 11:06 ～11:38

座長：清水 潤三（市立豊中病院）
演者：
161．臼杵 尚志（香川大学医学部附属病院手術部）
162．萩原 美香（医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院）
163．清水 潤三（市立豊中病院外科）
164．野村 祐輝（医療法人永井病院臨床工学室）

第 2日：2019 年 9月28日（土）

★：優秀演題
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2019年 9月28日（土）


