2021年6月

2021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、本年度の教育プログラムを企画いたしました。本学会ホームページにも同様に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。
開催日
募集期間

開催時間

第 32 回日本手術看護学会
関東甲信越地区

6月26日
（土）〜
7月25日
（日）

WEB

麻酔の基礎

7月17日
（土）
ライブセミナー

研修名

* 周術期管理チーム看護師
ポイント対象セミナー

募集人数

500 名

器械出し看護と感染対策 500 名

認定看護師教育セミナー
フィジカルアセスメント

＊周術期管理チーム看護師
ポイント対象セミナー

500 名

第 35 回日本手術看護学会年次大会

関東地区会員：6月7日( 月）
他地区会員：6月17日(木)
非会員：6月 28日( 月)
締め切り：7月7日(水 )

９月４日
（土）
ライブセミナー

会 員：8月 2日
（月）
非会員：8月13日
（金）
締め切り：8月 25日(水 )

９月18日
（土）
ライブセミナー

会 員：8月16日
（月）
非会員：8月 27日
（金）
締め切り：9月 8日(水 )

コースのねらい

研修内容

講

師

対象者

受講費

※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 32 回学会案内」をご覧ください。

１．麻酔法の分類と全身麻酔
手術室看護師に必要な麻酔 ２．筋弛緩薬と基本的呼吸管理
10:00 〜15:00
３．局所麻酔と区域麻酔
の基礎知識を理解する
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安全を ２）器械出し看護と看護過程
守るための器械出し看護の ３）器械の確認方法
10:00 〜15:00
基 礎 知 識を学び、実 践に活 ４）使用材料の特徴
２．感染対策の基本
かす

１）手術室における感染管理
２）感染管理に必要な洗浄・消毒・滅菌

侵襲を伴う呼吸・循環動態の
変化を理解し、問診とフィジカ
10:00 〜 15:00 ルイグザミネーションを活用
したフィジカルアセスメントの
視点を深める

1. 磯野史郎先生

（千葉 大学医学部附属病院、麻 クリニカルラダーⅠ・Ⅱ
酔、疼痛、緩和医療科科長）

会 員：5,000 円
（日本手術看護学会編）
非会員：9,000 円
（国際医療福祉大学医学部、麻酔・ ・手術室看護師
2. 倉橋清泰先生

集中治療医学主任教授）

認定看護師
1. 長野明正先生

（群馬大学医学部附属病院）

2. 大川真由先生

( 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉
総合病院 )

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

1. 呼吸・循環に関する解剖・生理について
認定看護師
2.手術侵襲が与える影響
クリニカルラダーⅠ・Ⅱ
1. 田中大輔先生
会 員：5,000 円
3.フィジカルアセスメントとは
（日本手術看護学会編）
（公立館林厚生病院）
4.事例紹介
非会員：9,000 円
・手術室看護師
5.手術看護としてのフィジカルアセスメントの実際 2. 小澤聡貴先生
（東海大学医学部付属八王子病院 )
6.事例解説

10月16日
（土）
※セミナーとは申込み方法が異なります。
神戸国際展示場
17日
（日）
※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．リスクマネジメント

１）
手術室におけるリスクマネジメントとは

周 術 期 におけるリスク
500 名
マネジメントと災害看護

10月30日
（土）
ライブセミナー

会 員：９月 22日
（水）
非会員 :10月６日
（水）
締め切り：10月20日(水 )

患者取り違えと手術部位間違い防止
手術室における管理の視点 ２）
３）体内遺残防止
４）輸血の取り違え防止
やリスクマネジメントを 学 ５）検体の取り違え防止 ６）誤薬防止
７）職業感染予防
10:00 〜15:00 び、実践に活かす
手術室における災害看護を ２. 災害看護
1) 手術室における災害対策とは
学び実践に活かす
2）非常事態の行動原則
3）ライフラインと物資供給
4）災害時に備える訓練の実際

外回り看護

周術期における全身管理

* 周術期管理チーム看護師
ポイント対象セミナー

認定看護師教育セミナー
手術体位固定
（ベーシックコース）

周術期における感染管理

500 名

500 名

500 名

500 名

11月20日
（土）
ライブセミナー

会 員：10月13日
（水）
非会員 :10月 27日
（水）
締め切り:11月10 日(水 )

12月18日( 土）
ライブセミナー

関東地区会員:11月９日( 火）
他地区会員：11月19日( 金 )
非会員：11月 29 日( 月)
締め切り：12 月８日(水 )

1月22日
（土）
ライブセミナー

会 員：12 月15日
（水）
非会員 :12 月 29 日(水）
締め切り:１月12日(水 )

1月29日
（土）
ライブセミナー

会 員：12 月 22日
（水）
非会員 :1月 5日(水）
締め切り:１月19 日(水 )

2月１９日
（土）
ライブセミナー
周術期における看護倫理
500 名 会 員：１月１２日（水）
と看護記録

非会員 :1月 26日(水）
締め切り:２月９日(水 )

3月12日
（土）
ライブセミナー
第13 回 手 術 室 管 理 者 の
200 名 会 員：2 月９日（水）
ための情報交換会

非会員 :2 月16日(水）
締め切り:３月２日(水 )

1.亀森康子先生

（自治医科大学附属さいたま医療 ・クリニカルラダーⅠ〜Ⅳ
会
センター医療安全・渉外対策部）

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
（長野 健康医療大学／日本手術看
２.ミルズしげ子先生
護学会理事長）

１．総論
認定看護師
手術を受ける患者の安全を １）周術期看護とアセスメント
1. 小成 聡先生
外回り看護師の役割
守るために、外回り看護師と ２）
−患者の心理的援助と代弁者としての役割を学ぶ− （日立総合病院）
10:00 〜 15:00
しての役割を学び、看護に活 ２．各論
2. 能正聖未先生
かす
１）体温管理
２）DVT 予防

(千葉大学医学部附属病院 )

３）アレルギー

１. 高齢者への麻酔
２. 合併症と麻酔
手術室看護師に必要な麻酔の
３. 緊急事態への対応
10:00 〜15:00
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
手術体位に伴う侵襲を理解 １.手術体位の種類と身体に及ぶ影響
10:00 〜15:00 し、安全・安楽な手術体位固 ２.手術体位に伴う注意点
−神経・皮膚障害ー
定を学ぶ

磯野史郎先生

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

・クリニカルラダーⅠ〜Ⅳ

会 員：5,000 円

（千葉 大学医学部附属病院、麻酔、 （日本手術看護学会編）
非会員：9,000 円
疼痛、緩和医療科科長）
・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

１．感染対策基本
２．感染対策の必要性
（標準予防策、新型コロナ １,後藤 恵先生
・クリニカルラダーⅠ〜Ⅳ
手 術 看護師に必要な感 染管
（伊勢崎市民病院）
ウイルス感染症への取り組みなど）
10:00 〜15:00
（日本手術看護学会編）
２．方違大介先生
理の知識を学び実践に活かす ３．職業感染対策
・手術室看護師
４．手術部位感染とSSI 予防対策
（公立昭和病院）
５．アウトブレイクの実際
１．周術期における看護倫理
看護倫理の基本を学び実践 １）看護倫理基礎知識 ２）倫理思考プロセス
1．角田ますみ先生
・クリニカルラダーⅠ〜Ⅳ
（杏林大学保健学部 教授）
に活かす
３）倫理場面の実際
10:00 〜15:00
（日本手術看護学会編）
看護記録の基本を理解し実 ２．周術期における看護記録
2．井上由子先生
１）看護記録の考え方 ２）
看護記録の基本的な書き方 （桐生厚生総合病院 副看護部長） ・手術室看護師
践に活かす

会 員：5,000 円
非会員：9,000 円

会 員：5,000 円
非会員：9,000 円

３）手術看護記録の実際

13:00 〜15:00

看護管理者のメンタルヘルスケア
（仮）

参加申込み方法について
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。
1．参加申し込み
・セミナー、
「参加申込」から専用ページを開き、フォーマットに従って手続きを進めてください。
・参加費はクレジット決済のみです。クレジット決済確認後、参加申込み完了となります。クレジット決済
後、参加費領収書のダウンロードが可能になります。
・事前に支払われた参加費は、理由の如何を問わず返金はしません。
2．セミナー受講証明書について
・各セミナーの受講証明書はセミナー受講終了後、2 週間以内にダウンロードが可能になります。ご自身で
発行してください。
・セミナー開始から 15 分以内に視聴ログインを済ませてください。ポイント対象セミナーに関しては、
15 分以降のログインについてはポイント付与ができません。
・
「麻酔の基礎」
「認定看護師教育セミナーフィジカルアセスメント」
「周術期における全身管理」は周術期
管理チーム看護師のポイント対象となります。
3．注意
1）会員・非会員ともに、事前参加申込みのみといたします。当日の参加申込みはありません。
2）会員は、2021 年度日本手術看護学会会員の継続または新規で入会手続き（年度会費の決済）を終了し、
会員番号を得ている方が対象です。
3）2020 年度以前の会員の方で会員番号を得ていても、2021 年度の入会手続きをお済ませでない方は、
非会員となります。
※非会員で参加申込み後、入会手続きをされても会員への変更は認めませんので、ご了承ください。
4）申込み開始日より 10 日間は会員優先申込とします。
※「麻酔の基礎」
「周術期における全身管理」の申込みについては、関東甲信越地区会員、他地区会員、非
会員の順で申込みを受け付けます。
5）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。

未定

手術室管理者および
その任を担っている方

会 員：3,000 円
非会員：5,000 円

本年度のセミナーは全て LIVE 配信になります。
セミナーを視聴するには、各自申込みの際に発行されたログイン ID・パスワードが必要と
なりますので、必ず参加申込み登録を完了してください。
取得された ID・パスワードは重要な情報です。第三者に知らせたり、共有することは出来
ません。紛失しないようご注意ください。

● ● 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）

