
本特集では，さまざまな施設での手術室新人研修の
取り組みを紹介します。より効果的な新人教育につな
がるヒントや情報が盛りだくさんですので，施設での
見直し・改善にお役立てください。
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配属前の新人教育と受け入れ準備
◆配属前の新人集合研修
　当院では，入職初日に辞令式で配属部署が発表

される。当日は，法人本部によるオリエンテー

ションを行い，翌日から院内新人指導委員会主催

の「新入職者オリエンテーション」が５日間開催

される。この５日間の集合研修では，机上での講

義，グループワークを通し，看護師として習得す

べき基礎技術や社会人としての姿勢を学び，新人

看護師同士の横のつながりをつくる。

　集合研修の内容は，１日目は組織人としての基

礎知識・態度を養成し，組織チームの一員である

ことを理解することを目的に，「組織とは」「保健

師助産師看護師法」「看護部理念」「医療安全」「感

染管理」「接遇・身だしなみ」などについて学ぶ。

２～４日目は，看護技術の知識・技術を想起し，

安全に実施するための方法を学ぶことを目的に，

「食生活援助（食事介助，口腔ケア）」「膀胱留置

カテーテルの挿入と管理」「与薬」「注射」「検体・

輸血の取り扱い」「創傷処置」「褥瘡」「排泄援助」

「移乗・移動」「経管栄養」「吸引」「酸素吸入」な

どについて学ぶ。

　研修後，新人看護師は指定部署へ配属される。

◆所属部署での受け入れ準備
　各部署では新人看護師の受け入れ準備を研修と

並行して行う。

　新人看護師に関する情報は，看護部から事前に

所属長へ通達がある。通達が来た時点で管理者，

新人指導委員，指導担当者（以下，プリセプター）

とで話し合いの場を持ち，「指導案」をすり合わ

新人の個別性を大切にし， 
手術室看護を伝える指導

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

1998年奈良県立奈良病院付属看護専門学校卒業（現・
奈良県立病院機構看護専門学校奈良校）。同年４月平成
記念病院入職。乳腺・消化器病棟を経て，手術室・中央材料室に配属。
副主任・主任を経て，2017年より現職。

〈病院概要〉
病床数：300床（一般急性期180床，回復期リハビリテーション病床
90床，地域包括ケア病床30床）
手術室：３室
診療科：内科（呼吸器，消化器），脳神経内科，脳神経外科，消化器
外科，乳腺外科，整形外科，歯科口腔外科，放射線科，麻酔科，皮
膚科，リハビリテーション科
手術件数：1,154件（2017年度）
〈手術室概要〉
手術看護師数：16人（看護師長１人，看護主任１人，非常勤看護師２
人を含む）
看護補助者数：２人（１人は中央材料室専属）
スタッフ構成：１～３年未満６人，３～５年未満３人，５～10年未満
２人，10年以上５人
勤務体制：日勤（8：30～17：15），早出（7：30～16：15），休日・
夜間は救急外来の日当直勤務
※中央材料室と手術室で１部署となるため，中央材料室での勤務も行う
オンコール体制：１日３人
※休日・夜間問わず待機体制で手術に備えている
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せて作成し，集合研修の間に最終調整を行う。

　また，新人看護師が現場に配属される前に，指

導者が集合研修に赴き，新人看護師の研修への参

加状況，他者とのかかわりなどを確認する。これ

により，新人看護師にとっては事前に現場スタッ

フと会うことで緊張が緩和でき，私たちにとっても

紙面からの情報と実際に研修を受ける新人看護師の

様子を照らし合わせることで，新人看護師を受け

入れる準備がしやすくなっている。

現場指導の実際
◆指導者の役割と現場スタッフの役割
プリセプターと新人指導委員

　現場では，新人看護師に近い年代の看護スタッ

フであるプリセプターが直接指導に当たる。しか

し，プリセプターは自身も経験を積み成長できる

重要な時期にいるため，自身がステップアップす

る手術介助に就く時には，指導との両立が難しく

なる。そのため，プリセプターのフォローとして

必ず「新人指導委員」が介入し，適宜面談，相談，

指導案の修正などを行うようにしている。プリセ

プターには，新人看護師に基本を学ばせる時期で

あることに留意してもらい，「基本を伝える」役

割を担わせている。

管理者（看護師長，看護主任）

　管理者は，新人指導委員やプリセプターの動き

やかかわり方，現場の受け入れ状況に目を向け，現

場スタッフからの情報と新人看護師の状況などを客

観的に判断しながら，プリセプターと新人看護師

を支援する。

　具体的には，管理者は現場スタッフからの情報

を基にプリセプターとの相性を考え，新人指導委

員と相談してペアリングを決定し，現場指導なら

びにペアリングなどの指導環境を評価する。

　また，詰所会議や朝礼などで，現場スタッフに

新人看護師の受け入れに協力するよう繰り返し伝

え，受け入れ準備がスムーズに行われるように配

慮する。さらに，指導を受ける新人看護師の心

的・身体的状況を把握しつつ，指導側の負担の軽

減のために，指導案の方向性を見直したり，適宜

声かけ，面談などを行ったりするなど，心理面へ

の配慮も欠かさないようにしている。

現場スタッフ

　前述のとおり，現場スタッフには，管理者が

「新人看護師を受け入れる環境づくり」を繰り返

し説明する。新人看護師とプリセプターが部署内

で孤立しないよう，次のようなことを日々心が

け，新人看護師を支援する環境づくりに努めても

らう。

・毎日１回，新人看護師に声をかけることを

心がけよう！（あいさつ）

・新人看護師が１人で立っている場面があれ

ば，「どうしたの？」と話かけてあげよう！

・新人看護師が仕事を依頼した場合は，新人

看護師が理解して実践しているかを必ず確

認しよう！

・「新人さん」ではなく，「○○さん」「○○

君」など本人を見て名前で声をかけよう！

◆教育プログラム
目標の共通理解（プリセプターと新人看護師）

　前述したように，新人看護師が４月の第１週は

５日間の集合研修を受けるため，実際の現場勤務

は第２週以後となる。最初は，プリセプターに付

いて「見学・シャドウイング」や「机上での予

習・復習」がメインとなる。管理者は，新人看護

師とプリセプター間の支援体制や信頼関係が構築

できるよう環境を設定する。

　指導に当たっては，まず新人看護師が１年後を

想像しながら動くこと，また指導者や新人看護師

にかかわる者すべてが新人看護師を支援すること

ができるよう「目標設定」を行う。しかし新人看

護師は，有資格者となるやいなや現場での勤務が

始まる。めまぐるしく過ぎていく時間の中で「目

標設定をしましょう」と話しても，なかなか設定

することができないのが現状である。この点を解
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特集  手術室新人研修の具体的取り組み内容と実際

手術室配属後オリエンテーション
　当手術室の新人看護師は，手術室配属後すぐに

手術介助は行わず，約２週間のオリエンテーショ

ン（以下，OR）期間を設けている（表１）。また，

それに並行して，器械出し看護から介助に入るた

め，器械出し看護に特化したOR（以下，器械出

し看護OR）も実施している（表２）。

OR実施後から実際の 
手術介助までのプログラム
◆器械出し看護に必要な知識， 

技術教育，見学
　器械出し看護OR後，既存のマニュアル・資料

などを使用した講義や，実際に器械に触れて行う

使用方法・器械カウント・並べ方などの演習を行

い，先輩看護師が実際に手術介助をしているとこ

ろを見学している。

◆器械出しシミュレーション（SSNE）の導入
　従来新人看護師は，手術室配属２週間後までに

器械出し看護ORを終え，実際に手術介助を行っ

ていた。しかし，フォローを行う指導看護師と共

に介助に入るものの，不安や戸惑い，うまく介助

を行うことができないことによる悔しさ，指導す

るスタッフのフォローの限界などの問題が発生し

ていた。そこで筆者は，新人看護師・指導看護師

の問題を解決する必要があると考えた。

　Edgar Daleは，その著書『Audio-Visual Method 

in Teaching』の中で，抽象的なものから具体的な

次元に沿って「経験」を11段階に分類し，それを

「経験の円錐（Dale's Cone of Experience）」と称

した１）。また，National Training Laboratoriesは，

ラーニングピラミッドとして平均学習定着率を提

唱している２）（図）。これらによると，学習者の

学習定着率は，教授方略や教授方術を工夫するこ

とで上昇することが示されている。

　当手術室における従来の教育プログラムでは，

講義やマニュアル確認後，デモンストレーション

とディスカッションを経ることなく，実際の介助

に入っていた。理解が不十分なまま手術介助に入

ることで，新人看護師の学習定着率に問題が生じ

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

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
2006年長崎医療センター入職，小児科病棟を経て手術
室配属。2012年日本DMAT隊員登録。2014年手術看護認定看護師資
格取得。周術期医療の質の向上を目指し，学会発表・研究論文執筆を
積極的に行っている。2018年４月より長崎大学大学院医歯薬学総合研
究科保健学専攻修士課程に在学。

〈病院概要〉
病床数：643床　　診療科：36診療科
手術室数：10部屋（うちBCR１部屋）
手術件数：5,479件（2018年）
手術室看護師数：35人（看護師長，副看護師長２人，育児時間取得者
８人含む）
スタッフの手術室経験年数：１年目５人，２年目10人，４年目２人，
５～９年目５人，10年以上10人

表１  手術室新人看護師ORの内容
•手術室概要（手術室の構造，各部屋の特徴）
•手術看護（手術看護とは，手術室看護師の１日の
流れ）
•医療安全（ヒヤリハット報告方法，事例，医療事
故防止）
•感染管理（手術室感染対策，洗浄・消毒・滅菌の
流れ）
•薬剤（手術室で使用する薬剤，場所）
•記録（電子カルテ，看護・麻酔記録）
•接遇（患者サービス，電話対応）
•手術関連物品（糸針，自動吻合器，超音波凝固切
開装置）
•手術見学（器械出し看護・外回り看護の実際）

など
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ている可能性が推察された。それが，新人看護師

の不安や戸惑いなど，精神面にも影響を与えてい

ることも考えられた。

　そこで2014年より，実際の手術介助を経験する

前に，新人看護師が術者・助手・外回り看護師と

共に模擬手術を行う器械出しシミュレーション教

育を導入した。当手術室ではそれを，Simulation-

based Scrub Nurse Education（SSNE）と称している。

◆シミュレーション教育の方法と評価
　シミュレーション教育の方法として，次の①～

⑤を設定した。

①患者・手術情報収集

　適切な手術患者の情報収集を目的として模擬手

術患者申込書を作成し，それに沿って教育担当者

が理解度を確認する。なお，確認するのは「ａ．

患者氏名・性別・年齢」「ｂ．診断名」「ｃ．術式」

「ｄ．アレルギー・感染症の有無」「ｅ．器械セッ

ト」「ｆ．特殊材料」であり，教育担当者が口頭

で質問する。

②手術材料・器械台・使用器械準備

　模擬手術患者申込書から得られた情報より，開

腹手術もしくは腹腔鏡手術に必要な材料・器械を

準備し，器械台を選択する。これは，当院手術室

マニュアルに準じて新人看護師が自ら実施し，教

育担当者が確認する。

③状況設定

　シミュレーションの状況は，シチュエーション，

診療科，執刀医役，手術場面，予定時間，チーム

編成などを設定している。それぞれの内容を表３

に示す。2018年の診療科と手術場面は，新人看

護師が最初に手術介助に入る診療科を設定した。

④実施後の振り返り

　実施後に，新人看護師，執刀医，外回り看護師，

教育担当者でリフレクションを行い，自己の課題

の明確化を図った。

⑤実施後の評価と修正

　実施後の評価として，終了直後に独自に作成し

た質問紙を用いて調査を行った。調査内容は，《シ

ミュレーションの時間》《イメージ構築ができたか》

《実践への応用ができるか》についてそれぞれ５段

階評価を行い，その理由の単純集計を行った。デー

タの分析後に修正を行い，修正した内容は次年度

のSSNEに反映した。2017年以降は，終了直後と終

了１カ月後に同様の質問紙調査を実施した。理由

として，実際の手術を経験することで，より正確

に実践への応用ができたかを知ることができ，実

践的なSSNEの修正につながると考えたためである。

　2014 ～2018年に，18人の手術室看護師にSSNE

を実施した。実際の様子を写真１に示す。また，

質問紙調査による評価の結果を表４～６に示す。

質問紙結果より，新人看護師に対し実際の手術介

助を見据えて意図的な介入をするSSNEを30分以

上行うことで，器械出し看護教育の《イメージ構

築》《実践への応用》の確立ができ，実際の手術介

助でスムーズな移行が可能になると結論づけた３）。

これを踏まえ，今後も継続して実施・評価してい

く予定である。

表２  器械出し看護ORの内容
•手術患者情報収集方法（電子カルテ，手術申し込み）
•学習方法（マニュアル，書籍）
•器械（器械セットマニュアル，実物，使用方法）
•器械・ガーゼカウント（基準，方法，カウント表）
•手術台選択（術式別手術台選択）
•メイヨー台作成（体位別作成方法）
•手術時手洗い（ラビング法）

図  平均学習定着率のラーニングピラミッド

講義
５％
読書
10％
視聴覚
20％

デモンストレーション
30％

グループ討論
50％

自ら体験する
75％

他者に学んだことを教える
90％

Source：National Laboratories, Bethel, Maineより引用，改変
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特集  手術室新人研修の具体的取り組み内容と実際

　当センターは，埼玉県北部における高度急性期

医療を提供する基幹病院である。2017年には緩和

ケア病棟やハイブリッド手術室なども備えた新館

棟が開設され，さらなる病院機能の充実を図って

いる。当手術室も新館棟開設に伴い移転し，４室

から５室へ増築した。手術環境が整ったことによ

り手術件数が増加したり，新たな術式であるTAVI

を開始したりと，手術室看護師はより高度で安全

な医療を提供するための知識や技術の習得が求め

られる。

　当手術室では，2014年より毎年２～３人の新人

看護師が配属されている。手術室スタッフの半数

が５年目以下であるため，６年目以上のスタッフ

で新人教育と並行して現任教育を行っている。ま

た，当センターは専門病院であるため，手術は呼

吸器外科手術や心臓外科手術が中心となる。した

がって，新人看護師は器械出し・外回り共に早い

段階から高度な手術に入ることになる。このよう

な当センターの特殊性を踏まえ，教育はチーム体

制を導入し手術室スタッフ全体で新人教育に取り

組んでいる。本稿では，教育チーム体制を導入し

た経緯や新人教育の実際の取り組み・工夫につい

て紹介する。

当センター看護部の新人看護師教育
　当センターの教育は2010年度に導入されたラ

ダーを主軸に行われている。また，専門病院の看

護師教育としてラダーレベルⅠ以上の認定者を対

象とした専門コース（心電図ステップアップ研

修，循環器看護，呼吸器看護，がん看護，スキン

ケア）が設けられ，専門的知識・技術の向上を目

指している。

　新人看護師が対象となるラダーレベルⅠの研修

は，看護技術の習得に重点を置き，１年間を通し

て，集合研修（Off-JT）と配属先での教育（OJT）

を行い，また技術の反復トレーニング（ステップ

アップ看護技術研修）を計画している。加えて，

シャドウ研修やローテーション研修を効果的に組

み合わせ，個々の状況に合わせて技術習得できる

ようにプログラムされている。手術室の新人看護

師もラダーレベルⅠ研修に参加し看護師に必要な

知識・技術の習得に努めている。

◆現場での教育体制
　部署全体での教育支援体制を目指したチーム支

援型教育を導入し，スタッフ全体で新人看護師を

支援し，育成することを目指した体制をとってい

る。部署全体で支援することで，新人看護師は各

実地指導者からきめ細やかな指導や評価を受ける

ことができ，実地指導者以外のスタッフも何らか

の役割を担って新人看護師の支援にかかわること

ができる。

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

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
2007年看護師免許取得。同年４月埼玉県立循環器・呼吸器病セン
ター手術室に入職。2014年心臓血管外科病棟へ異動。2016年東
京女子医科大学認定看護師教育センターへ入学。2017年手術看護
認定看護師資格取得。現在スタッフとして手術室で勤務中。

〈病院概要〉
病床数：343床
診療科：循環器内科・腎臓内科・心臓外科・血管外科・放射線科・呼
吸器内科・緩和ケア内科・呼吸器外科・消化器外科・脳神経外科・
リハビリテーション科・麻酔科・病理診断科
手術室数：５室（うち１室ハイブリッド室）
手術件数（2017年度）：1,041件（予定手術747件，予定外手術168
件，緊急手術126件）
科別手術件数：呼吸器外科285件，消化器外科53件，脳神経外科51
件，血管外科323件，心臓外科157件，循環器内科134件，腎臓内
科31件，その他７件
手術室看護師数：20人（経験年数１～５年目：９人〈45％〉，６年目
以上：11人〈55％〉）
勤務体制：日勤８：30～17：45，長日勤８：30～19：45，短日勤
８：30 ～12：15，遅番12：30 ～21：15，平日オンコール19：
45～翌日８：30，休日オンコール８：30～翌日８：30
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◆メンタルサポート体制
　１年目の生活や精神面でのサポートについて

は，各配属先の実地指導者とは別の看護師（エル

ダー）に相談できる体制がある。また，ラダーレ

ベルⅠ研修の一環としてフォローアップ研修を定

期的（年に４～５回）に計画・実施し，一人ひと

りの看護実践の習得度に合わせた成長を全体で支

援しながら，特に精神面でのサポートを強化して

現場との情報交換をしている。2018年度は，新

たな取り組みとして，他部署の副師長が支援に入

るピアサポートナース制度を試みている。看護部

においても，ワークライフバランスという視点で

の働く環境の整備に力を入れている。

手術室の指導体制（教育チーム体制）
　2013年度まで当手術室の新人看護師の配属は

少なく，数人のスタッフのみで新人教育を実施し

ており，教育を担当することが少ないスタッフの

役割は明確でない状態であった。そのため，手術

室全体での新人教育を目指し，教育チーム体制を

導入した。現在では，看護師長の下，教育担当主

任をトップとした教育チームを構成し新人教育を

実施している（表１）。

◆教育プログラム
新人教育の流れと概要

　当手術室では，新人看護師の配属後１カ月以内

にオリエンテーションを実施している。このオリ

エンテーションは，手術室スタッフ全員が担当し

ている。オリエンテーションの合間に指導者と共

に手術見学を行い，４月末から器械出し・外回り

を開始している。しかし，当手術室では長時間の

手術が中心となるため各科の手術件数が限られて

おり，新人指導を局所麻酔の手術や短時間の手術

から始めることが難しい。よって，器械出しと外

回りの教育を同時進行で実施している。

新人年間到達目標・指導計画の立案

　年度初めまでに教育担当主任と認定看護師によ

り，新人年間到達目標・指導計画を立案し，教育

チーム内でも内容を共有して毎年見直しを図って

いる（表２）。この指導計画を基に新人教育を実

施している。

教育チームカンファレンスの実施

　毎週金曜日に，教育チームメンバーで新人看護

師の教育進行状況評価のためのカンファレンスを

実施している。

【カンファレンス実施手順】

①新人看護師が実施した手術の評価を実地指導者

が発表する

②発表内容を踏まえチーム内で独り立ち可能か評

価し，教育進行表に達成日を記入する

③教育進行状況を踏まえ翌週担当する手術を決定

する

振り返り会の実施

　師長・教育チーム・新人看護師が参加し，１カ月・

３カ月・６カ月・12カ月で振り返り会を実施し

ている。教育チームメンバー全員から，新人看護

師へ現状の評価を伝える場となっている。

◆新人看護師教育の実際・流れ
具体的な教育手順

　当手術室では，まず初めに呼吸器外科の器械出

しから実施している。その後，消化器外科，脳神

経外科，血管外科，心臓外科の順で手術を実施し

ていく。基本的な教育の流れは次のとおりである。

①マニュアルを用いてオリエンテーションを開催

する

②実地指導者について手術を見学する

③実地指導者のフォローの下で看護実践を行う

表１  2017年度の教育チーム構成
１人

１人

１人

３人

３人

３人

看護師長

教育担当主任

手術看護認定看護師

現任教育担当者
（ラダーレベルⅢ取得を目指す５年目以上のスタッフ）

実地指導者
（ラダーレベルⅡを取得した４年目以上のスタッフ）

エルダー
（ラダーレベルⅡ取得を目指す２～３年目のスタッフ）
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特集  手術室新人研修の具体的取り組み内容と実際

手術室配属前の集合教育
　当院では，部署配置前に新規採用者オリエン

テーションが４日間設けられており，看護部より

「看護業務概論」「看護手順」「看護記録概論」「重

症度，医療・看護必要度」「災害対策」などの業

務関連と，「教育・キャリア支援体制」「院内研修」

「ポートフォリオ」「ナーシングスキル技術チェッ

ク評価」などの教育関連についての集合教育が行

われる。また，この期間に院内研修として，自己

管理できる力を養う「ストレスとコーピング」，

災害時の病院の役割と医療者の行動理解のための

「災害対策」についての講義と，「社会人・看護師

としての私」をテーマにした新規採用者同士での

ディスカッションを行い，それらを経て晴れて手

術室看護師としてのスタートを切る。

手術室看護師の教育プログラム
　当院では，2017年度より日本看護協会のクリ

ニカルラダーを参考に，当院看護師に求められる

ジェネラリストとしての看護能力開発のための教

育プログラムである「ジェネラリストラダー制度」

を導入している。ジェネラリストラダーはⅠ～Ⅴ

までの５段階で，新人看護師はまずラダーレベル

Ⅰの習得を目指して到達目標に基づいた研修プロ

グラムを受講し，そこでの学びを活用しながら実

践に取り組む。また，基本看護技術演習は部署で

行うOJT（On-the-Job-Training）と集合研修で行

うOff-JT（Off-the-Job-Training）に分けられてお

り，16項目の基本看護技術の知識・技術・態度の

習得を目的に行われる。その際，「ナーシングス

キル日本版」（エルゼビアジャパン）を活用して演

習を行うほか，年に２回エルゼビアのチェックリ

ストを用いて看護技術の習得状況を評価している。

　当手術室では，年間育成計画に基づいて新人指

導係（教育担当副師長１人，リーダー１人，ス

タッフ３人）が新人看護師の教育を担い，部署内

研修の実施や，新人看護師と指導者への指導およ

び精神的支援，関係調整などを行っている。次に，

新人教育の取り組みについての詳細を紹介する。

◆OJT
　部署で行う看護技術項目について計画を立案

し，演習を行っている。特に，周術期看護で必要

となる導尿や静脈注射・血管確保に関しては，シ

ミュレーターを活用して繰り返し行い，円滑に看

護実践へと移行できるようにしている。また，指

導者の育成も視野に入れ，新人指導係以外のス

タッフにも協力を仰ぎ実践している。

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
2009年筑波大学医学群看護学類卒業後，東京医科歯科
大学医学部附属病院入職，手術部に配属となる。2015
年より心臓血管外科のリーダーとしてスタッフの育成に努
め，2017年度より新人指導係のリーダーとして新人教育
に携わっている。2018年度よりセクションリーダーとして
手術部全体の教育体制を支援している。

副師長／手術看護認定看護師 
山内菊恵

1998年亀田総合病院入職後，手術室・病棟勤務。2004
年千葉西総合病院勤務。2007年手術看護認定看護師資
格取得後，横浜市立みなと赤十字病院手術室，2010年板
橋中央総合病院手術室主任を経て，2015年４月より現職。

〈病院概要〉
病床数：753床
手術室関連診療科：21診療科（外科系19診療科，内科系３診療科）
手術室：15室（うち２室はバイオクリーンルーム）
手術件数：8,934件（2017年度）
手術室看護師数（スタッフ構成）：67人（看護師長１人，副看護師長
３人，１～３年未満28人，３～５年未満７人，５～10年未満16人，
10年以上12人）
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◆リフレクション
　４月より毎月，新人看護師の成長過程を考慮し

たテーマと目標を設定したリフレクションを行っ

ている（表）。自分が体験したことを振り返り，

整理することで，そこにある知識に気づき，自分

の経験としていくことを目的としている。また，

振り返りでの気づきを基にした今後の自己の行動

を言語化し，その作業を通して専門職としての成

長を促すことを目標としている。毎回リフレクショ

ンの前には，できないことを反省する時間ではな

いということを伝え，その目的を説明している。

　リフレクションは，１回20分を目安とし，４～

５人でグループをつくり，各グループに新人指導

係がファシリテーターとして入って，その月の目

標到達や学びを深める手助けを行っている。ま

た，リフレクションを行う中で，術前・術中・術

後における患者と家族や病棟看護師・医師といっ

た多職種とのかかわりにも目を向け，チーム医療

の重要性について考えるきっかけづくりをしてい

る。さらに，ほかの新人看護師の経験や考えを聞

くことで，新たな気づきや自信につながるよう，

リフレクション後にその内容を全体で共有してい

る。12月からは，新人看護師が話し合いたいテー

マを自分たちで考え，主体的に実施するように

し，自立を促す支援としている。

　リフレクション後は，新人看護師が語った内容

や気になる発言・様子などを係内で共有し，各新

人看護師の指導計画の見直しを行っている。ま

た，必要に応じて指導者や管理者とも情報共有

し，メンタルフォローを行うなど，新人看護師の

支援に役立てている。

◆リーダー会での情報共有
　月に１度，日勤・夜勤リーダーや各診療科・係の

リーダーを担うスタッフと管理者で行うリーダー

会を開催し，新人看護師の指導計画や進捗状況に

ついて情報共有すると共に，リーダーの視点から見

た新人看護師の現状と課題について話し合ってい

る。ここでの意見を参考に，勉強会を企画するなど

独り立ちに向けて必要な支援を考え，実践している。

◆勉強会の企画・運営
　新人看護師の成長に合わせ，内容や開催時期を検

討しながら他職種や係と連携して勉強会を企画・

運営している。手術室で取り扱う医療機器や医療

ガス，電気設備などの使用用途や特性，トラブル

シューティングについての勉強会は手術室に常駐

する臨床工学技士（CE）に依頼している。また，

針糸や吻合器についての知識・操作方法について

は業者へ依頼し，商品のデモ機を用いた実践型の

勉強会を開催している。さらに，災害やスキンケ

ア，術前・術後訪問，感染対策については，部署

内の係にそれぞれ依頼し，周術期看護の理解を深

め，より実践的な内容の勉強会を開催している。

◆申し送りファイルの作成・運用
　当手術室では，約40人のスタッフが日々入れ

替わりで新人看護師への指導に当たっている。そ

のため，スタッフ間での新人看護師の情報共有が

十分に行えない可能性や，指導内容のばらつきが

起こる可能性がある。そこで，2018年度より術

式別にその日に指導した手技の項目や内容，次回

への申し送り事項を器械出し・外回りごとに記入

するファイルを１人１冊作成し，運用している

（写真１）。術式の特性に合わせて項目欄が工夫さ

れており，指導後に記入する「見守りでの実施可

表  リフレクション

テーマ月

器械出し，外回りを経験して

印象に残っている手術⇒そこから自分ができること，
すべきことを考える

最近思っていること⇒落ち込みやすい時期，悩みや不
安を共有する

できるようになったこと⇒自分の看護を振り返る，行
動に責任を持つ

ヒヤリハットの共有

４月の理想の看護師と今を照らし合わせて，これから
２カ月どう過ごすか

•成長過程を考慮したテーマを設定する
•12月からは新人看護師がテーマを決め，主体的に実施する

→リフレクションでの発言や様子を係で共有し，メンタル
フォローや指導計画の修正を行う

４月

５月

８月

11月

12月

１月
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