2019年5月

2019年度 関東甲信越地区セミナー開催のご案内
主催

日本手術看護学会関東甲信越地区

手術看護の質の向上を目指し、本年度も教育プログラムを企画いたしました。各回の「セミナー開催のご案内」は、会員ご所属施設の看護師長宛
にお送りします。会員の皆様は、本学会ホームページにもご案内を掲載しますので、ご覧ください。多数の皆様のご参加をお待ちしています。
セミナー名

募集人数

第 30 回日本手術看護学会
関東甲信越地区

開催日時
6月15日
（土）

認定看護師教育セミナー
7月6日
（土）
シミュレーションで 学ぶ
100 名
手術体位固定
10：00 〜16：00
（ベーシックコース）
麻酔の基礎

* 周術期管理チームポイント
対象セミナー

器械出し看護と感染対策

7月27日
（土）
350 名 10：00 〜16：00

8月17日
（土）
180 名
10：00 〜16：00

会

場

申込開始・締切日

コースのねらい

主な研修内容

講

師

対

象

参加費

パシフィコ横浜
※セミナーとは参加方法が異なります。詳細は、ホームページの
「第 30 回学会案内」をご覧ください。
アネックスホール
（月）
ミズホ株式会社 開始日：5月 27日
締切日
：6月
25日
（火）
千葉工場
（千葉県佐倉市）

大崎ブライト
コアホール

（品川区・大崎）

＊6月 9 日
（日）まで会員優先申込み
＊参加費振込締切日：6月 25日
（火）

開始日：6月17日
（月）
締切日：7月16日
（火）

＊6月30 日
（日）まで会員優先申込み
＊参加費振込締切日：7月16日
（火）

家の光会館 7F 開始日：7月 8日
（月）
コンベンション 締切日：8月 6日
（火）
＊7月 21日
（日）まで会員優先申込み
ホール

（新宿区・飯田橋） ＊参加費振込締切日：8月 6日（火）

手術体位に伴う侵襲 1.手術体位の種類と身体に及ぶ影響
を理解し、安全・安楽 2.手術体位に伴う注意点
−神経・皮膚障害−
な手術体位固定を実
3.手術体位のシミュレーショントレーニング
践できる
1. 麻酔法の分類と全身麻酔
（予定麻酔と緊急麻酔）
手術室看護師に必要
2. 筋弛緩薬と基本的呼吸管理
な麻酔の基礎知識を
3. 局所麻酔と区域麻酔
理解する
（脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔、末梢神経ブロック）
4.術中モニターの原理と解釈
1. 器械出し看護の基礎と実際
1）手術看護とは
手術を受ける患者の
2）器械出し看護と看護過程
安全を守るための器
3）器械の確認方法
械出し看護の基礎知
4）使用材料の特徴
識を学び、実 践に活 2. 感染対策の基本
かす
1）手術室における感染管理

認定看護師

・クリニカルラダーⅠ・Ⅱ
会 員：5,000 円
（日本手術看護学会編）
非会員：9,000 円
・手術室看護師

東 京医科歯科大学医
学部附属病院
・クリニカルラダーⅠ・Ⅱ
会 員：5,000 円
心肺統御麻酔学
（日本手術看護学会編）
非会員：9,000 円
教授
・手術室看護師

内田篤治郎 先生

認定看護師

・クリニカルラダーⅠ
会 員：5,000 円
（日本手術看護学会編）
非会員：9,000 円
・手術室看護師

認定看護師

・クリニカルラダーⅠ・Ⅱ
会 員：5,000 円
（日本手術看護学会編）
非会員：9,000 円
・手術室看護師

2）感染管理に必要な洗浄・消毒・滅菌

認定看護師教育セミナー
フィジカルアセスメント

＊周 術期 管 理チームポイント
対象セミナー

100 名

第 33 回日本手術看護学会年次大会

外回り看護

180 名

9月14日
（土）
10：00 〜16：00

侵 襲に伴う呼 吸・循
飯田橋
開始日：8月12日
（月）
環動態の変化を理解
レインボービル 1Ｆ 締切日：9月3日
（火）
C+D 会議室 ＊8月 25日（日）まで会員優先申込み し、アセ ス メントの
（新宿区・飯田橋） ＊参加費振込締切日：9月3日（火） 視点を深める

1.フィジカルアセスメントとは
2. 呼吸器系のアセスメント
3.循環器系のアセスメント
4.グループディスカッション

10月11日
（金） 岡山コンベン
12日
（土） ションホール他
11月9日
（土）
10：00 〜16：00

※セミナーとは申込み方法が異なります。
※日本手術看護学会主催による学会です。詳細は、日本手術看護学会ホームページの開催概要をご覧ください。
1. 総論
手術を受ける患者の
1）周術期看護とアセスメント
家の光会館 7F 開始日：9月30 日
（月）
・クリニカルラダーⅠ〜Ⅳ
安全を守るために外
2）外回り看護師の役割
会 員：5,000 円
コンベンション 締切日：10月 29 日
（火） 回り看護師としての
−患者の心理的援助と代弁者としての役割を学ぶ− 認定看護師
（日本手術看護学会編）
＊10月13日
（日）まで会員優先申込み
ホール
非会員：9,000 円
役 割を学び、看 護に 2.各論
・手術室看護師
（新宿区・飯田橋） ＊参加費振込締切日：10月 29 日（火）
1）体温管理
2）DVT 予防
活かす
3）アレルギー

1.手術室管理

手術看護管理の視点と
リスクマネジメント

180 名

11月30日
（土）
10：00 〜16：00

1）手術室業務におけるマネジメント
2）手術室における看護教育への関わり
3）手術室環境管理
4）患者管理
5）情報管理
6）物品・薬剤管理
7）メンタルヘルスケア

家の光会館 7F 開始日：10月 21日
（月） 手術室における管理
コンベンション 締切日：11月19 日
（火） の視点やリスクマネ
＊11月3日
（日）まで会員優先申込み ジメントを学び、実践 2.リスクマネジメント
ホール
1）手術室におけるリスクマネジメントとは
（新宿区・飯田橋） ＊参加費振込締切日：11月19 日（火） に活かす

2）患者取り違えと手術部位間違い防止
3）体内遺残防止
4）輸血の取り違え防止
5）検体の取り違え防止 6）誤薬防止
7）職業感染予防

周術期における全身管理

* 周術期管理チームポイント
対象セミナー

12月21日
（土）
350 名
10：00 〜16：00

認定看護師教育セミナー
シミュレーションで学ぶ
手術体位固定
（アドバンスコース）

40 名

1月25日
（土）
10：00 〜16：00

周術期における看護記録

180 名

2月22日
（土）
10：00 〜16：00

第11回手術室管理者のた
40 名 3月14日（土）
めの情報交換会

大崎ブライト
コアホール

（品川区・大崎）

開始日：11月11日
（月）
締切日：12 月10 日
（火）

＊11月24日
（日）まで会員優先申込み
＊参加費振込締切日：12 月10 日
（火）

1. 高齢者への麻酔
手 術 室 看 護 師に必 要 2. 合併症と麻酔
な周術期における全身 3. 緊急事態への対応
管理の知識を深める 4. 大量出血の対処法と周術期の抗血栓療法
5. 鎮痛薬と術後鎮痛法

1. 前橋赤十字病院

三枝典子 先生

亀森康子 先生

東 京医科歯科大学医
学部附属病院
・クリニカルラダーⅠ〜Ⅳ
会 員：5,000 円
心肺統御麻酔学
（日本手術看護学会編）
非会員：9,000 円
教授
・手術室看護師

内田篤治郎 先生

手 術体位固定におい 1.特 殊体位や緊急時の対応、固定器
具の特性などについて
（株）セントラルユニ
開始日：12 月 23日
（月） て、特殊な症例でも根
2.手術体位の検討や多職種との連携
マッシュアップ
拠に 基づいた看護 実
認定看護師
締切日
：1月14日
（火）
について
スタジオ
＊参加費振込締切日：1月14日
（火） 践ができ、指 導・相談
（文京区・湯島）
3.シミュレーション・ディスカッション
が行えることを目指す
を通して学びを深める
家の光会館 7F 開始日：1月13日
（月）
1. 周術期における看護記録
看護記録の基本を理
1）看護記録の考え方
コンベンション 締切日：2 月11日
（火）
2）記録の基本的な書き方
＊1月 26日
（日）まで会員優先申込み 解し実践に活かす
ホール

（月）
㈱ホギメディカル 開始日：2 月3日
本社4F大会議室 締切日3月3日
（火）
（港区・赤坂）

* 参加費振込締切日：3月3日
（火）

日本看護協会版クリニカル
ラダーの改訂に合わせ、日本
手術看護学会では手術看護
師のクリニカルラダーの改訂 改訂版
をすすめている。改訂の内容 「手術看護師のクリニカルラダー」の活用
−レベルⅠ〜Ⅴ( 案 ) までの理解を深めるー
を理 解し、手 術 看護 師の実
践能力の向上及びキャリア
発達支援に活かす

・2019 年度会員で、下記①②の
いずれかの条件を満たす方、
①2019年1月26日の体位セミ
ナー参加者で参加証がある方
会 員：5,000 円
②2019年7月6日 の 体 位 セミ
ナー参加者で参加証がある方
・クリニカルラダーⅡ以上
（日本手術看護学会編）

井上由子 先生

・クリニカルラダーⅠ〜Ⅳ
会 員：5,000 円
（日本手術看護学会編）
非会員：9,000 円
・手術室看護師

未 定

手 術室管 理者及びその 会 員：3,000 円
任を担っている方
非会員：5,000 円

桐生厚生総合病院

3) 手術看護記録の実際

（新宿区・飯田橋） ＊参加費振込締切日：2 月11日（火）

・クリニカルラダーⅡ〜Ⅳ
会 員：5,000 円
（日本手術看護学会編）
非会員：9,000 円

2. 自治医科大学附属さ
いたま医療センター ・手術室看護師

参加申込み方法
本学会ホームページより参加申込みを行ってください。
参加申込み方法の詳細は、ホームページでご確認ください。
１．参加を希望されるセミナーの参加申込み画面からお申込みください。
２．参加申込み受付後、事務局から、参加申込受付完了メールを送信いたします。
※参加申込受付完了メールに記載の、参加費振込口座に、振込締切日までに参加費をお振込ください。
※参加申込受付完了メールは「受講証引換証」となります。
３．セミナー当日、プリントアウトした「受講証引換証」、または電子媒体の画面と会員証（会員のみ）を受付で
提示し、受講証をお受け取りください。
※受講証は、紛失しても再発行しません
４．注意
1）会員として参加をされる場合は、必ず、2019 年度日本手術看護学会入会手続き（年度会費の振込み）
を済ませてから、参加申込みをしてください。
2）申込み開始日より 2 週間は、会員優先申込みとします。
※認定看護師教育セミナー（アドバンスコース）、第 11 回情報交換会は除く
3）それ以降は、会員、非会員ともに申込みができます。
4）参加申込み後、参加費振込締切日までに振込が間に合わない場合は、必ず事務局までご連絡ください。
5）振り込まれた参加費は、理由のいかんを問わず返金いたしません。
6）参加申込み締切日前でも、定員になり次第、申込みは締め切ります。

会員の皆様へ

非会員の皆様へ

本学会では会員の方が学会・セミナーに参加する際、会員証をご提示頂き、
参加者が会員ご本人であることを確認させて頂きます。
本人確認が不可能な時は、非会員として扱わせて頂きます。また、会員の
お名前を借りての別人参加は固くお断りいたします。
2019 年度日本手術看護学会への入会は、
ホームページ（http://www.jona.gr.jp）をご覧ください。

● ● 問 い合わせ先 ● ●
日本手術看護学会関東甲信越地区事務局
〒 113-0033 東京都文京区本郷３− 19 ー７ 本郷三宝ビル４階
TEL：03-3818-3830 FAX：03-6273-0334 http://kan.jona.gr.jp
※お問合せ時間 13：00 〜 17：00（土・日・祝日除く）

