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●器械出し・外回り看護師の役割

●麻酔・薬剤

●器械の種類・特徴と使用方法

●清潔・不潔・滅菌・ガウンテクニック
福井県済生会病院 手術室
手術看護認定看護師 加藤知子

●体位固定
茨城県厚生連 総合病院土浦協同病院
手術看護認定看護師 関 深雪

●器械の渡し方・取り扱い方
済生会滋賀県病院 手術室
手術看護認定看護師 佐々木光隆

福井循環器病院 手術室
手術看護認定看護師 荒川江美

新連載

5-6月号より

7-8月号以降の
新連載予定

5-6月号
特集

福井県済生会病院 手術室
手術看護認定看護師 岩野優帆

鈴鹿回生病院 手術室
手術看護認定看護師 奥野亮二

正しくやさしく理解！ 手術看護研究の質向上！
手術看護研究分析指南塾

医療法人愛誠会若葉病院 看護部長 及川慶浩

手術室安全医学の実際

手術室における大量出血の対処法と
周術期の抗血栓療法の実際

東京医科歯科大学 心肺統御麻酔学分野 教授 内田篤治郎

社会福祉法人誠光会 理事
社会医療法人誠光会 草津総合病院 院長代行 横野 諭

手術室新人研修の具体的取り組み内容と実際

独り立ちの基準、
ステップの踏みかた、手術につく回数、配属前の集合教育の内容など、各施設で取り組まれている手術室新人研修の
取り組みについて紹介。
●独立行政法人国立病院機構長崎医療センター
●東京医科歯科大学医学部附属病院

●群馬県済生会前橋病院

●社会医療法人平成記念病院

●市立札幌病院

●済生会宇都宮病院

●埼玉県立呼吸器・循環器病センター

●川崎医科大学附属病院

●堺市立総合医療センター

特集増補記事

7-8月号
特集

●大阪府済生会千里病院

●手術室新人に対するコミュニケーションのとり方のヒント

●川崎市立川崎病院

●手術室新人に対するケースレポートの書き方のヒント

他職種の視点から知る周術期看護の連携強化・立ち回り術向上

手術室看護師は他職種と関わることが多いと思いますが他職種から手術室看護師はどう見られているのか？
病棟・外来看護師や執刀医、麻酔科医などの役割・業務を知り、
その視点から手術室看護師にもっとこうしてほしいこと、対応ポイント等を紹介。
周術期での看護や連携、立ち回り方などの質の向上に役立つ。

●周術期管理チームスタッフの役割と業務

●消化器外科医からみた術中器械出し

●脳外科医からみた術中器械出し

●ICU看護師の役割と業務

●心臓外科医からみた術中器械出し

●臨床工学技士の役割と業務

●病棟看護師の役割と業務

9-10月号
特集
11-12月号
特集

20年

1-2月号
特集

●整形外科医からみた術中器械出し

●麻酔科医からみた外回り

手術室に看護はあるのか？ 今改めて問う「手術看護」
手術室の熟練看護師が経験した
「手術看護」
を、事例・ナラティブなどの形式に載せて紹介。

手術看護のレベルアップ！記録につなげる！手術看護に必要なアセスメント力向上講座

エキスパートナースが周術期にどのようなことをアセスメントしながら手術看護を実践しているか、
その思考や視点、要点の紹介を基に、
アセスメント力を高めるための学習ができます。ほか、
アセスメントを上手な手術看護記録につなげるポイント・コツなども紹介。

新任管理者として押さえておきたい手術室管理スキル

手術枠のコントロール、他部署との連絡・調整、人員配置・人材確保・育成、
コスト管理、業務・労務管理、労働環境の調整など。

中堅レベルまでに習得したい手術看護の技術・視点・根拠
3〜5年目までに押さえておきたい手術看護スキルと習得方法について紹介。

20年

3-4月号
特集

新人・初級者教育に押さえておきたい「手術室で必要な看護技術」
食事介助・口腔ケア、膀胱留置カテーテルの挿入・管理、与薬、静脈注射、血管確保、輸液・輸血、
検体の取り扱い、創傷・褥瘡処置、移動・移乗、排泄ケア、経管栄養、吸引・酸素吸入、挿管介助など。

お問合せ
ご注文

TEL：

URL：www.nissoken.com

※掲載内容は変更になる場合があります。

日総研

〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-15 日総研ビル

特集

手術室新人研修の
具体的取り組み内容と実際
2

新人の個別性を大切にし，
手術室看護を伝える指導

新人看護職員の目標明確化と
情報共有化を目指した
教育プランへの強化・改訂

大阪府済生会千里病院 中央手術室
手術看護実践指導看護師 押川加代 ほか

17

オリエンテーション・チェックリストによる
統一化された基礎教育と
エキスパートナースによる習熟指導
堺市立総合医療センター 中央手術室 副師長

22

62

インシデント・アクシデントレポートを
基にした新人看護師に対する
医療安全教育
群馬県済生会前橋病院 手術室・中央材料室
看護師長 高橋泰子 ほか

12

濵田えらぶ

手術室新人看護師に対する
器械出し看護教育プログラムと支援方法

〜SSNEの導入フォローアップシステムの構築

難易度別教育体制の構築

難易度別経験表を活用した
段階的・効率的手術看護・技術の上達
済生会宇都宮病院 手術室
係長／手術看護認定看護師 平野詠子

34

屋根瓦方式教育による
新人・指導者支援と教育計画・
指導状況の統一・可視化
川崎市立川崎病院 手術室 看護師長

38

68

プリセプターシップを中心に行う
手術室新人看護師年間教育計画

専門病院における手術室新人教育の
特殊性とチーム指導の取り組み

専門職としての成長を見据えた
新人看護師・指導者の育成への取り組み
当手術室における教育プログラムと
独り立ち教育計画，支援体制

東京医科歯科大学医学部附属病院 手術室
セクションリーダー 前田美希 ほか

58

新人看護師の独り立ちに向けた
チェックリストを活用した段階的教育

川崎医科大学附属病院 中央手術室
看護主任 臼井利江 ほか

最新号 目次

手術室新人へのケースレポートの
書き方のヒント

兵庫医科大学病院 放射線医療センター
手術看護認定看護師 大久保千夏

新連載
73

手術看護研究・分析指南塾

手術室ナースのエビデンス
〜統計学で示す手術看護の証明

医療法人愛誠会 若葉病院 看護部長

及川慶浩

連載
77

術前から術後までの流れ・場面ごとにみる
手術看護に必要な臨床判断
愛知医科大学病院 看護学研究科 臨床実践看護学領域
高度実践看護師（診療看護師）コース 診療看護師 黒澤昌洋 ほか

58

術式別にみる小児外科手術の周術期看護
国立成育医療研究センター病院 手術看護認定看護師 石崎 薫

86

手術室看護師のための
開腹術における解剖生理の理解

了徳寺大学 医学研究センター 教授
総合文化研究所 副所長 増田敦子

92

認定看護師の頭の中が丸見え！ 全部見せます！

手術看護認定看護師の看護過程

四国こどもとおとなの医療センター 手術室
手術看護認定看護師 大森真梨菜ほか

98

オペ室主任さん奮闘記

101

麻酔科医の視点・実践から知る

埼玉県立循環器・呼吸器病センター
手術室 手術看護認定看護師 岩本友希

52

参考資料

医療コミュニケーション・センター
有限会社グレードアップ・ラボ 副所長 柴村 馨

出水要子 ほか

札幌市病院局市立札幌病院 看護部 看護課 手術室
前・手術室看護師長 佐藤元子 ほか

46

CONTENTS

手術室新人の上手な
コミュニケーションのとり方，
コミュニケーション指導のヒント

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 手術室
手術看護認定看護師 原 健太朗

29

5・6月号

特集増補版

社会医療法人平成記念会 平成記念病院
手術室・中央材料室 看護師長 井ノ上知美

7

2019

公立館林厚生病院 中央手術室兼中央材料室
看護副師長 藤本真佳

忘れてはならないモニタリングと
麻酔記録の内容

東北大学大学院 医学系研究科
外科病態学講座 麻酔科学・周術期医学分野
助教／日本麻酔科学会指導医 吾妻俊弘

107

手術室におけるコミュニケーション困難な
患者への対応
市立長浜病院 中央手術室 看護師

WEB教材特典

選んで活用できる

中川

翼 ほか

そのまま使える
分野別オペ室新人教育研修資料

