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第 44回日本手術医学会総会（東京）

第 1 日・10 月 14 日（金）日程表

第1会場

一橋講堂

第 2 会場

一橋講堂　中会議室

第 3会場

学士会館　201

一般演題

学士会館　320

開会式　9：10 ～ 9：20

一般演題　9：20 ～ 9：52

チーム医療（1～ 4）
　司会：谷口　優樹

シンポジウム 2　9：20 ～ 10：40

「リスクマネジメントからセーフティマ
ネジメントへ：インシデント・アクシ
デント報告のポジティブな活かし方」
　司会：菊地　龍明
　　　　辰巳　陽一

シンポジウム 4　9：20 ～ 10：40

「手術室看護管理者が語る！
スタッフに寄り添ったキャ
リア支援」
　司会：白木　敬子
　　　　武田　　恵

一般演題　9：20 ～ 9：52

機器運用と工夫 1（5 ～ 8）
　司会：酒井　順哉

一般演題　9：52 ～ 10：24

機器運用と工夫 2（9 ～ 12）
　司会：玉井　久義

シンポジウム 1　10：00 ～ 12：00

「いろいろな制約の中で素晴
らしい手術医療を提供する
工夫」
　司会：深柄　和彦
　　　　富山　芳信

一般演題　10：24 ～ 11：20

物品管理・運用（13 ～ 19）
　司会：齋藤　祐平

シンポジウム 3　10：40 ～ 12：00

「臨床工学技士の新たな業務支
援の可能性－手術室に関係す
る人達が幸せになるために－」
　司会：松浦　　健
　　　　久保　　仁

一般演題　11：20 ～ 12：00

洗浄・滅菌（20 ～ 24）
　司会：谷野　雅昭

ランチョンセミナー 1　12：10 ～ 13：00

　司会：針原　　康
「術野消毒薬の重要性－ SSI
対策医療チームの取り組み
について－」
　演者：竹内　優志
　共催：（株）大塚製薬工場

ランチョンセミナー 2　12：10 ～ 13：00

　司会：南　　正人
「臨床医が考える手術におけるアウトプッ
ト 定量的に至適手術体位を獲得・再現す
るための脊椎専用手術台への投資」
　演者：真鍋　　和
　共催：ミズホ（株）

ランチョンセミナー 3　12：10 ～ 13：00

　司会：平田　　哲
「食道胃接合部癌に対する外
科治療のベストプラクティ
スを目指して」
　演者：山下　裕玄
　共催：ニプロ（株）

評議員会　13：10 ～ 13：40

総会　13：40 ～ 14：10

スイーツセミナー 1　14：20 ～ 15：10

　司会：針原　　康
「血管内皮からみえるアンチ
トロンビンのこれから」
　演者：岡田　英志
　共催：（一社）日本血液製剤機構

スイーツセミナー 2　14：20 ～ 15：10

　司会：谷合　信彦
「急性期病院の心臓である手術室－働く
みんなの幸せのための効率的運用－」
　演者：仁井内　浩
　共催：ジョンソン・エンド・
　　　　ジョンソン（株）

スイーツセミナー 3　14：20 ～ 15：10

　司会：大城みゆき
「手術室での改善活動事例に
ついて」
　演者：石井　和美
　共催：（株）ホギメディカル

特別講演　15：20 ～ 16：00

　司会：田尻　　孝
「病院運営と手術部への期待」
　演者：瀬戸　泰之

スポンサードセミナー 1　15：20 ～ 16：50

　司会：江島　　豊
「複雑化する RMD と低温滅菌」
　基調講演：江島　　豊
　演者：大川　博史
　　　　藤井　幸子
　　　　酒井　大志
　　　　市橋　友子
　共催：ステリスジャパン（株）
　　　　サクラ精機（株）

シンポジウム 5　15：20 ～ 16：40

「今，多職種で術後疼痛管理
を考える」
　司会：内田　寛治
　　　　近藤　郁美

一般演題　15：20 ～ 16：00

医療安全 1（25 ～ 29）
　司会：山内　正憲

理事長講演　16：00 ～ 16：40

　司会：中田　精三
「手術部のウェル・ビーイン
グと手術医療の再定義」
　演者：安原　　洋

一般演題　16：00 ～ 16：32

医療安全 2（30 ～ 33）
　司会：山神　良太

一般演題　16：32 ～ 17：28

手術部運営（34 ～ 40）
　司会：釈永　清志

感染対策セミナー　16：40 ～ 18：10

「日本の医療関連感染サーベ
イランスの現況」
　司会：森兼　啓太
　　　　藤田　　烈
共催：日本環境感染学会
　　　JHAIS 委員会

シンポジウム 6　16：50 ～ 18：10

「今，チーム医療での周術期
栄養管理を改めて考える」
　司会：北久保佳織
　　　　佐藤　瑞穂

スポンサードセミナー 2　17：00 ～ 17：45

　司会：辛島　裕士
「2 つの視点から見る，手術室にお
ける医療資材の最適化と安全使用」
　演者：髙橋恵里奈
　　　　本村　良子
　共催：コヴィディエン
　　　　ジャパン（株）
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第 44回日本手術医学会総会（東京）

第 2 日・10 月 15 日（土）日程表

第1会場

一橋講堂

第 2 会場

一橋講堂　中会議室

第 3会場

学士会館　201

一般演題

学士会館　320

シンポジウム 10　9：00 ～ 12：00

「手術医療に携わるスタッフ
が知っておくべき手術器械再
生処理の基本と円滑な手術運
営のためのチームワーク」
　司会：水谷　　光
　　　　大川　博史

一般演題　9：00 ～ 9：56

手術看護業務・診療看護師
（41 ～ 47）
　司会：今井恵美子
　　　　荒木　知美

Symposium 7　9：20 ～ 12：00

「Operation of  the Surgical
Center at a Large Hospital：
What kind of  ingenuity is
being done to perform many
surgeries ? 」
　Moderators：
　　　　Masahiro Shinoda
　　　　Etsuko Soeda

シンポジウム 8　9：20 ～ 10：40

「新しい医療機器の展開－高
性能な医療機器を導入する
際の幸せな教育法とは－」
　司会：吉富　晃子
　　　　宗万　孝次

一般演題　9：56 ～ 10：52

手術体位・褥瘡・体温管理
（48 ～ 54）
　司会：瀬戸口秀一

シンポジウム 9　10：40 ～ 12：00

「手術部運営の工夫・新しい
試み」
　司会：生田　義浩
　　　　今井　英一

一般演題　10：52 ～ 11：40

周術期管理
（55 ～ 60）
　司会：仁井内　浩

ランチョンセミナー 4　12：10 ～ 13：00

　司会：深柄　和彦
「滅菌供給部門における医療安全のあ
り方－東京医科歯科大学病院 材料部に
おける医療安全の取組みについて－」
　演者：久保田英雄
　共催：スリーエム ジャパン（株）

ランチョンセミナー 5　12：10 ～ 13：00

　司会：大久保　憲
「材料部なくして手術部なし
－材料部職員が幸せに働く
ための処方箋－」
　演者：村越　　智
　共催：日本ステリ（株）

ランチョンセミナー 6　12：10 ～ 13：00

　司会：臼杵　尚志
「T-Burg はすべらない　頭低
位ポジショニングの新しい
可能性」
　演者：齋藤　祐平
　共催：（株）名優

シンポジウム 11　13：10 ～ 17：10

「手術医療に関わるすべての
人が幸せになるために」
　司会：深柄　和彦
　　　　本村　良子

シンポジウム 12　13：10 ～ 15：10

「真に魅力ある手術室とは？：
ハードの導入やシステムの
構築はいかにあるべきか」
　司会：谷合　信彦
　　　　谷口　雄司

教育セミナー
13：10 ～ 14：40

「論文投稿のすすめ」
　司会：粕田　晴之
　　　　中村　裕美

一般演題　13：10 ～ 13：50

ME タスクシフト 1
（61 ～ 65）
　司会：鈴木　健一

一般演題　13：50 ～ 14：30

ME タスクシフト 2
（66 ～ 70）
　司会：加藤　伸彦

一般演題　14：40 ～ 15：20

感染管理・薬剤管理
（71 ～ 75）
　司会：吉田　理香

シンポジウム 14　14：50 ～ 16：50

「手術医療を取り巻く看護師
資格と特定行為の課題－手
術医療にかかわる“看護師”
が幸せになるために－」
　司会：山口　紀子
　　　　徳山　　薫

シンポジウム 13　15：20 ～ 16：40

「ロボット支援手術の現状と
課題」
　司会：須田　康一
　　　　小濱　和貴

一般演題　15：20 ～ 15：52

手術室建築・設備・環境
（76 ～ 79）
　司会：石山　忠彦

優秀演題表彰式　17：10 ～ 17：20

閉会式　17：20 ～ 17：30
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