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ICU看護師としての役割・業務内容
　突然だが，「皆さんが明日から集中治療室（ICU）

に異動することになったら？」という前提で，本

稿を読んでいただけると幸いである。皆さんが普

段見ているであろうICU看護師は，術後患者とか

かわる時どんなことをしていただろうか。思い出

してほしい。皆さんは手術室看護師として，いろ

いろな経験があるかと思うが，例えば「ドレーン

やラインのチェックにこだわっていた」「とにか

く輸血を持ってきてと言われた」といったことは

なかっただろうか。あるいは，「ICU看護師が何

をしているのか分からない」と感じていたかもし

れない。ここでは，術後患者の受け入れをする

ICU看護師の大きなMissionを２つ紹介する。

　１つは，術後患者の安定化である。予定手術か

緊急手術かで，術後の患者管理の難易度は随分と

異なる。もちろん，緊急手術の場合は術中にさま

ざまなアクシデントやイベントがあり，バタバタ

することは皆さんも経験済みであろう。そのよう

な患者はICUに入室しても，やはり落ち着かない

ことが多い。血圧の低下，新たな不整脈の出現の

ほか，酸素化や換気が極端に悪化したり出血した

り，悪影響は多岐にわたる。この状態を，ある程

度安定化させることがICUのMissionである。ち

なみに筆者の思う安定化とは，「自分の行動が後

手後手にならずに，先読みの範囲内に入ること」

である。つまり，自分のコントロール下でケアや

管理ができているということである。

　もう１つは，「患者の家族（家族ではないが待っ

ている人も含め，以下「家族」とする）になるべ

く早く落ち着いた状態で面会してもらうこと」で

ある。予定でも緊急でも，手術というイベントは，

可能であれば一生ないほうがよいことである。手

術は，患者にとって命をかけた人生の一大イベン

トととらえても差し支えない。家族が安心できる

ようにするというのは，大変重要なことである。

そのため，どんなに術後の状態が落ち着かなくて

も，家族のことは絶対に忘れないようにしている

（「絶対に」と表現したのは，苦い経験が原因なの

だが，それは別の機会に）。

　以上，この２つのMissionが術直後のICU看護

師の役割だと筆者は考えている。冒頭で説明した

ように，皆さんがICU看護師になったつもりで

「この大きな２つのMissionをクリアするために，

手術室看護師（つまり自分）にはどんなことを協

力してもらいたいか？」と考えながら読むこと

で，学習効果が上がると考えている。ぜひ，立場

を入れ替えながら読んでほしい。

ICU看護師からみる手術室看護師 
としての連携・対応のポイント
　Mission１　　�患者の安定化を図るための

連携ポイント
　では，Mission１の患者の安定化について一緒

に考えていきたい。安定化のためには，ICU看護

師側として，患者の情報収集が必要になる。情報

収集の大前提は，手術から帰ってきた患者の治療

方針である。覚醒を促していくのか，何か問題が

あって鎮静するのか，まずはここを主治医に確認

ICU看護師の役割と業務
～もしICU看護師なら，患者のためにどうしてほしい？

秋田大学医学部附属病院 
看護部キャリア支援室 

教育担当看護師／集中ケア認定看護師
菅　広信

2001年秋田大学医学部附属病院に就職。外科病棟，
集中治療室の勤務を経て，2018年４月より現職。身近なものに例えた
分かりやすい説明や，お手製のイラストを駆使しながら，「楽しく学ぶ」
をモットーにスタッフ育成に力を注ぐ。2012年集中ケア認定看護師の資
格取得。
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する。その上で，自分でも情報収集をするが，術

中のことは手術室看護師からの申し送りが大変重

要になる。緊急手術であればなおさらである。

　そもそも「申し送り」とは何かというと，「全

体的なケアシステムの中で個人やチームの間で情

報と職業的責任及び，説明責任を移転すること」１）

としている論文もある。手術を受けた患者の責任

を持つことはなかなかの重責であるが，その責任

を移転するための申し送りはどんな内容がよいの

だろうか。つまり，「ICU看護師が安定化を図る

のに助けとなる情報は何か？」ということであ

る。手術室からICUへの申し送りに関して文献の

レビューを行った論文がある２）。この論文は看護

師だけの内容ではないが，筆者の経験と併せて紹

介する。

　術後の安定化を促進するための情報の分類方法

として，筆者は覚えやすいABCDE Survey（表１）

で考えている。ＡからＥまで次に述べるが，ICU

看護師の立場で本稿を読み進めている皆さんはど

のように感じるだろうか。

Airway（気道）

　一般的には気道の開通についての様態のことで

あるが，術後のこととして考えれば，気管チュー

ブ抜去後の舌根沈下の有無，気管挿管されている

際は気管チューブの位置になる。また，麻酔導入

時や気道に何か問題がなかったかの情報も，患者

の危機管理に役立つ。術式によっては片肺を虚脱

させるため，左右別々に換気できる気管チューブ

を利用している時がある。痰の吸引の手技も変わ

る可能性があり，必要な情報になる。

Breathing（呼吸）

　呼吸の状態は，酸素化と換気を分けてとらえる

ことになる。術中に投与していた大まかな酸素濃

度，血液ガス分析の値（PaO２，PaCO２）を把握す

ることも重要である。電解質も含め，問題がある

場合に伝えてもらえれば，ICU看護師は安定化に

向けて何を注意すべきか考えるヒントにすること

ができる。

Circulation（循環）

　循環動態に関しては，術中の状態をICUにおい

て何らかの電子的デバイスでモニタリングできる

施設が増えてきた。したがって，血圧のベースラ

イン，輸液量，昇圧剤の投与量，出血量，輸血量，

尿量，人工心肺の使用時間などの情報を把握して

いることが多いと思われる。おそらく，ICU看護

師が最も見ている（もしくは見るように教育され

る）部分であり，申し送りとしては，これらの内

容は大まかでよいと筆者は考えている。ただし，

施設の都合上モニタリングできないとすれば，各

項目は予後に直結するため，申し送りは必須とな

る。また，不整脈に関しても，数値で管理できず

に経過での観察が必要になるため，情報として重

要である。

　次にICU看護師に必要なのは，薬剤の投与ライ

ンである。どのラインから何が投与されていて，

「緊急時に大量に輸液・輸血を投与しても問題な

いラインはどれなのか？」，ここが知りたいので

ある。その理由は，危機管理のためであり，重症

度が高ければ高いほど重要になる。いざという時

に使えない輸液ラインでは困ってしまう。例え

ば，手の角度によって輸液スピードが変わる輸液

ライン，テープによる固定が甘くすぐにでも抜け

そうな輸液ラインなどである。輸液ラインの管理

は麻酔科医が行うことも多いかもしれない。手術

室看護師が非常に忙しいのも分かるが，対応して

もらえると大変助かる。

表１  ABCDEアプローチ
気道の閉塞の有無。あれば即解除

呼吸回数，努力呼吸
気道と肺の聴診，パルスオキシメー
ターの装着とSpO２の評価

心臓のポンプ評価と末梢循環の評価
血圧，心電図モニターによる心拍数
とリズム，末梢循環の指標（ブラン
チテスト），時間尿量

意識の評価

体温と外表の観察（低体温を防ぐ）

Airway（気道）

Breathing（呼吸）

Circulation（循環）

Disability（意識障害）

Exposure（外表面）
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手術室業務参入までの経緯
　当院は，松阪牛の生産で有名な三重県松阪市に

ある地域医療支援病院である。手術件数は外科，

脳外科，整形外科，泌尿器科，眼科，歯科口腔外

科など年間約3,000件あり，近年では腹腔鏡手

術・ヘルニアセンターの開設などにより内視鏡外

科手術が増加傾向にある。

　臨床工学技士の主な業務は，医師の指示の下，

生命維持管理装置の操作や医療機器の保守管理を

行うことであり，手術室における臨床工学技士業

務としては，一般的に人工心肺業務が中心であっ

た。当院には心臓血管外科がないため，麻酔器や

電気メスなどの手術関連機器の保守管理業務を透

析業務などの他の臨床工学技士業務と兼務しなが

ら実施してきたが，内視鏡外科手術の普及に伴い

手術関連機器の取り扱いが高度化してきているこ

とから，術中における安全性を確保し，迅速に対

応できる体制づくりが求められるようになった。

　こうした現状を解決するために，当院では

2008年４月に手術室専任の臨床工学技士を１人

配置し，器械出し業務に参入，手術室スタッフと

協働で手術室業務に取り組んできた。2010年か

らは１人増員され，手術室リーダー業務も展開す

ることになった。現在では，臨床工学課手術室部

門の臨床工学技士３人が配置されており，手術室

業務以外にも救急車の医療機器保守管理や災害時

派遣チーム（DMAT），ACLSチームなどの活動に

も取り組んでいる。

　本稿では，周術期管理チームにおける手術室臨

床工学技士の役割と共に，手術室での臨床工学技

士としての役割，今後の展望について紹介したい。

当手術室臨床工学技士の 
手術室業務
　当手術室配属の臨床工学技士の手術室業務は，

表に示すように協働業務と専門業務に分けられて

おり，協働業務では看護師と協働して器械出し業

務，外回り業務，リーダー業務に従事している。

緊急手術などはタイムスケジュールが流動的であ

るため，スタッフの勤務状況を考慮して業務を調

整し，また看護師と同じ勤務体制を取って手術運

営を円滑に遂行できるよう努めている。

　次に，当手術室臨床工学技士が行っている手術

臨床工学技士の役割と業務
～�周術期管理チームにおける臨床工学技士の役割と展望

済生会松阪総合病院　臨床工学課

主任　九鬼弘和
1996年済生会松阪総合病院入職，2017年より主任。1998年三重県臨床工学技士会理事，
2017年副会長。

手術室臨床工学技士　藤井滋久
2008年済生会松阪総合病院入職。2018年周術期管理チーム臨床工学技士資格取得。三重
県では，他院に先駆けて周術期を含めた手術室業務に従事し，安心・安全な医療機器管理に
日々尽力している。現在は，技士会での学術活動や手術室臨床工学技士情報交換会の開催に
向けて取り組んでおり，手術室領域の発展を目指している。

〈病院概要〉
一般病床数：430床
手術室数：５室
手術室スタッフ：専任臨床工学技士３人，看護師23人，麻酔科医５
人（常勤２人，非常勤３人）
臨床工学課スタッフ：10人（手術室業務，ME室業務，透析室業務，
内視鏡室業務，NICU業務）。手術室専任以外の７人は，部門担当
者を配置してローテーションで業務を行っている。

https://www.nissoken.com/or132/

「手術台選択表」「保守点検チェック表」
「麻酔器使用前点検の指導用紙」が

閲覧できます。

藤井さん 九鬼さん
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室業務について，それぞれ具体的に紹介する。

◆器械出し業務
　手術の安全な進行のため，術者に対して適切な

介助が求められる器械出し業務では，術中に使用

される器械や器材の準備や点検を行い，清潔操作

に留意しながら器械出しを行っている。また，術

野での機器・器械の使用状況を把握することで，

適切な管理とトラブル対応につなげている。

　当手術室臨床工学技士による器械出し業務の主

な内容は次のとおりである。

①必要器材の準備と点検

②電気メス，パイボーラ，内視鏡カメラ，吸引ラ

インなどの術野への設置

③手術進行や展開を予測した器械の準備と介助

④術中に発生した機器・器械トラブルの対応

《臨床工学技士からみる押さえておきたい器

械取り扱いポイント》

●❶腹腔鏡手術の画像のピントが合わない場合

　現状を確認するため，カメラコンソール，

光源装置などの接続状況を点検してから，ホワ

イトバランスを再度行い，通常手術で使用でき

るかを確認する。トラブルの原因個所の多く

は，カメラコンソール，カメラヘッド，硬性内

視鏡の３つに分類されるため，どの個所に原

因があるのかを調査することが重要である。

硬性内視鏡テスタを用いた光学的な機能点検

を行うと，レンズの汚れや損傷が検証でき，

速やかな対応が可能になると考える（写真１）。

●❷ライトガイドケーブル断線時の取り扱い

　ライトガイドケーブルを長期に使用する

表  手術室臨床工学技士業務
時刻 協働業務（器械出し業務，外回り業務） 協働業務（リーダー業務） 臨床工学技士専門業務

担当手術の確認

手術室スタッフカンファレンス参加
・手術術式，患者情報の共有
１例目担当手術の準備
・部屋の準備
・器械展開
・ブリーフィング実施

担当手術開始
・器械出し業務
・外回り業務，麻酔導入の介助

担当手術終了
・デブリーフィング実施
・担当手術の器械片付け，洗浄
・部屋の清掃

翌日手術の器材・機器・器械の準備

業務日誌の作成
・担当手術など項目別に記入

～８：30

８：30～９：00

術前業務

９：00～

術中業務

15：00ごろ

術後業務

16：00ごろ

17：00ごろ

手術予定表と担当者の確認
・スタッフのスケジュールと配
置の調整

手術室看護師役職者とミーティ
ング

手術室スタッフカンファレンス
参加
・手術術式，患者情報の共有
１例目手術の時間決定
・各医師，麻酔科，病棟（外来），
コメディカル，手術室スタッ
フへ連絡

２例目，３例目の入退室の確認，
緊急手術対応
スタッフ配置の把握と調整（日
勤，中日勤，遅出）

翌日の症例，必要機器，体位，
ベッド配置，部屋配置の確認
・夜勤・翌日のリーダーへ申告
用紙の記入

・使用した滅菌機器を申告用紙
に記入

17：00以降残る手術のスタッ
フ配置，交代の調整

病理室，放射線科へ手術終了予
定時刻の連絡
遅出勤務者に業務内容の申し送
り

臨床工学技士役職者，手術室看護師役職者
とミーティング
・業務日誌を基にトラブル報告，修理機
器，代替器，デモ機器の情報共有

・定期点検業務の実施状況の報告

手術室スタッフカンファレンス参加
・ミーティング内容を精査し伝達
・トラブル機器，修理機器，代替器，デモ
機器の報告

・手術担当看護師に機器の注意事項を報告
手術関連機器の配置確認
・使用前点検が実施されているか確認
スタッフ教育
・勉強会の開催

業者と連絡・対応
・トラブル機器，修理機器，代替器，デモ
機器の報告

手術のトラブル対応
・代替機器の把握
機器の定期点検

手術担当看護師に機器使用後の確認
・デモ機器の評価の精査
・トラブル機器の再現性確認・対策

翌日の手術の確認
・使用機器・器械の把握

業務日誌の作成
・トラブル対応，点検機器など項目別に記
入
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特集  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

　脳外科に限ったことではないが，手術の器械出

しに関して医師の立場から最も重要に思うこと

は，手術に参加して次のシーンを予測するという

ことである。手術器具を出すように要求した時

に，それを一から探すというようなことでは，手

術のリズムが崩れてしまう。その器具を「これか

らオートクレーブにかけます」と言われたら，虚

脱感に襲われてしまう。

　そこで本稿では，予測能力を高めるために，脳

外科手術の概要を手術手順に沿って解説すると共

に，手術器具の選択理由などのワンポイントも交

えながら説明する。

穿頭術と開頭術
　脳はヒトの臓器で唯一，全周が骨で覆われてい

る。したがって，脳に到達するためには，骨を穿

つ（穿頭）か骨弁を外す（開頭）しかない。脳外

科手術のほとんどは，穿頭術か開頭術である。原

則として，穿頭術は局所麻酔，開頭術は全身麻酔

である。

　穿頭術には，慢性硬膜下血腫の穿頭洗浄術，脳

室ドレナージ，定位的脳手術，脳室・腹腔シャン

ト術などさまざまあるが，中でも最も頻度が高い

のが穿頭洗浄術であり，ここではこれを中心に解

説する。

慢性硬膜下血腫に対する 
穿頭洗浄術の手順とポイント
◆剃毛～皮膚切開
　まずはバリカンで部分剃毛する。長髪の患者の

場合はゴムひもで髪をまとめる。次に10％ポビ

ドンヨードで消毒する。皮膚切開線はあらかじめ

マーキングしておくか，消毒後皮膚ペンで描く。

ドレーピングを行い，敷布を被せる。バイポーラ，

吸引管，パーフォレーターなどをセッティングす

る。局所麻酔は通常の１％キシロカインか，エピ

ネフリン入り１％キシロカインにするか，あらか

じめ術者に聞いておく。後者が用いられた場合は

血圧の上昇に注意する。認知症のある患者や痛み

を強く訴える患者の場合，局所麻酔だけでなく，

セルシンⓇやペンタジンⓇを用いることがある。

円刃刀で皮膚切開を行い，バイポーラで止血する。

 器械出しTIPS　

円刃刀と尖刃刀

　頭皮を切る場合，一気に骨膜まで切る時も

あるが，通常は骨膜や筋膜を温存する切り方

をする。その時に尖刃刀だと頭皮切離の深さ

を調整しにくいため，円刃刀を寝かせて頭皮

を切離する。それ以外に使用するメスは，ほ

とんど尖刃刀である。少なくとも開頭後に円

刃刀を用いることはまずない。ドレーンを留

置するために頭皮を少し切る場合には，尖刃

刀を用いる。

◆術野確保
　開創器（ヤンゼン）で術野を確保する。骨膜剝

離子で頭蓋骨を露出する（図１）。パーフォレー

ター（または手回しドリル）でバーホール（骨孔）

を開ける。その際，横から生理食塩水をかけて熱

を放散させ，骨屑飛散を防止する。

脳外科医からみた術中器械出し
医療法人仁寿会 石川病院
脳外科部長／脳神経外科専門医 

西村卓士
1982年関西医科大学卒業，同年脳神経外科教室入
局。関西医科大学脳神経外科助教，三重大学脳神経外科非常勤講師
を経て，守口敬仁会病院脳神経外科部長，三重県立志摩病院脳神経
外科医長，姫路中央病院副院長を経て，現在に至る。「看護師のため
の脳外科疾患の術後管理」「脳卒中の最新治療と看護実践のポイン
ト」（日総研出版主催）などの講義で2007年より活躍。
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 器械出しTIPS　

パーフォレーターを使ったら必ずボーンワックス！

　パーフォレーターでバーホールを開ける場

合，ボーンワックスを必ず用意する。頭蓋骨

の板間層から出血することが多く，その時は

バイポーラなどによる電気凝固での止血は困

難であるため，ボーンワックスで止血する。

提出のタイミングが早いほど失血量を節約で

きる。そもそもボーンワックスは，その名の

とおり，骨からの出血を止めるために開発さ

れたものである。

　また，鋭匙も用意する。パーフォレーター

でバーホールを開けた時に，薄皮一枚骨が残

るのと，少し斜めに穿頭すると一部骨片が残

り，それを搔き出すためである。

◆硬膜切開
　鋭匙で骨屑を搔き出し，硬膜の断端などをバイ

ポーラで止血する。止血が困難な時にはサージセ

ルを用いることがあるため，用意しておく。硬膜

フックで硬膜を持ち上げて尖刃刀で硬膜を十字切

開し，バイポーラで凝固する。硬膜の直下には硬

膜下血腫の外膜が存在しており，これを切開する

と硬膜下血腫が噴出する。血腫の外膜が厚いほ

ど，硬膜下血腫の存在していた期間が長かったこ

とが示唆される。

 器械出しTIPS　

硬膜の切開に注意

　硬膜の十字切開の時に尖刃刀が深く入って

も，硬膜の下は血腫なので脳を損傷する恐れ

はない。しかし，脳室ドレナージ，定位脳手

術，脳室腹腔シャント術などの場合は，硬膜

の下はくも膜で，くも膜下腔には脳表の血管

が存在する。したがって，硬膜切開の際には

注意が必要である。脳表を守るため，有溝ゾ

ンデを使用する医師もいる。

◆血腫腔の洗浄～ドレーン留置
　血腫腔にシリコンドレーンを挿入し，生理食塩

水ないし人工髄液（アートセレブ®）で洗浄する。

あらかじめシリコンドレーンのサイズを確認して

おき，術者に手渡す前に生理食塩水に浸してお

く。ドレーンを血腫腔に留置し，皮膚固定する。

その際，尖刃刀で皮膚に切れ目を入れてモスキー

トを挿入し，それでドレーンの端をつかんで引っ

張るという操作がなされる。

　角針・絹糸を用いて皮膚固定を行う。バーホー

ルにゼルフォームⓇをカットして挿入し，血液が

硬膜下へ流入するのを防ぐ。筋膜を３-０バイク

リルで縫合し，皮膚は３-０ナイロン角針で縫合

するかステープラーを使用する。

 器械出しTIPS　

角針と丸針

　頭皮は表皮が最も硬いので，表皮を貫く縫

合の場合は，切れ味の鋭い角針を用いる。真

皮，帽状腱膜，筋層を縫合する場合は，丸針

でも抵抗なく縫え，血管損傷のリスクも少な

いので，主として丸針が用いられる。ただし，

再手術で頭皮が非常に硬くなっている場合，

真皮縫合に対しても角針を用いることがあ

る。硬膜縫合の場合は，角針だと硬膜が裂け

やすいので，必ず丸針を用いる。

図１  頭皮～頭蓋骨

板間層
内板

頭蓋骨

板間層は血流豊かな海綿骨からなる。
なお，側頭部や後頭部では帽状腱膜と骨膜の間に筋
層が存在する。

表皮
真皮

頭皮

帽状腱膜
骨膜
外板
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特集  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

　手術中の全身管理については，麻酔科医に任さ

れるところが大きいのが現状である。しかし，医

師の判断・指示を看護師がダブルチェックするこ

とで，安全システムは向上する。周術期医療の質

を高めるため，「周術期管理チーム」という考え

方が麻酔科を中心に広まりつつある。看護師をは

じめ，薬剤師，臨床工学技士，歯科衛生士など，

複数の診療スタッフで周術期の問題を共有し，診

療補助を行い安全性を高めることが目的である。

　図は，術前・術中・術後の外回り看護師，麻酔

科医，外科医の役割の大きさを模式的に表したも

のである。麻酔科医と外回り看護師は，手術を受

ける患者に対するかかわり方が非常に似通ってい

ると言えるだろう。そこで本稿では，外回り看護

師に期待する役割を麻酔科医の視点から論ずる。

麻酔科医が手術室で行うこと
　一言で言うと，“患者が手術室に入ってから出

ていくまで”，患者の安全を確保し，手術が円滑

に進むよう努めることである。具体的に実践する

内容としては，次に挙げる項目である。ここでは，

１～５に焦点を当て，それぞれに外回り看護師に

麻酔科医が何を期待するかを述べたい。

１．全身麻酔

２．脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔

３．末梢神経ブロック

４．その他の手技：観血的血圧，中心静脈など

５．危機的事態への対応

　①危機的挿管困難

　②大出血

　③アナフィラキシーショック

　④災害時

６．モニターの観察と評価

　①心電図

　②血圧

　③パルスオキシメータ

　④カプノメータ

麻酔科医が 
外回り看護師に期待する役割
◆通常の全身麻酔
術前～術直前

〈患者入室前〉

　麻酔管理にかかわる既往歴を把握しておく。ア

レルギー，気管支喘息，虚血性心疾患，不整脈，

抗血小板薬の中止などは特に重要である。また，

術式に対する体位を確認し，体位作成に必要な物

品を用意しておく。

【気管支喘息患者へのα刺激薬の投与】 

　高齢者の緊急の骨接合術が脊髄くも膜下麻

酔で行われた。術中に麻酔に伴う血管拡張に

よる血圧低下を認めた。昇圧薬として通常用

いるα刺激薬を投与したところ，血圧は速や

かに回復した。しかし，しばらくすると，患

者が「息がしにくい」と訴えた。呼吸音は明

エピソードから注意したい外回り看護ポイント

麻酔科医からみた外回り
名古屋市立大学

看護学部・大学院看護学研究科 
健康科学領域 病態学（麻酔学） 

教授　薊　隆文
東京大学農学部農業生物学科，名古屋市立大学医学部
医学科卒業。名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学助
教，講師，病院准教授を経て，現職。医学博士（名古屋市立大学），日
本麻酔科学会指導医，日本集中治療医学会専門医，日本ペインクリニッ
ク学会専門医，日本麻酔・集中治療テクノロジー学会評議員。その他，
日本臨床麻酔学会，日本救急医学会，日本呼吸療法医学会，日本小児
麻酔科学会に所属。また，日本医療安全調査機講愛知地域モデル事業
評価委員を務める。専門は，呼吸生理学（特にガス交換，麻酔ガス摂取
量測定法，非侵襲的心拍出量測定法），重症度評価法，モニタリング，
慢性疼痛に対する麻薬。バスケットボール，スキー，ゴルフをこよなく愛
するスポーツマンでもある。
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らかに喘鳴であった。喘息はないことは事前

に本人に確認してあったが，念のためカルテを

調べてみると，家族からの聞き取りで数年前に

喘息様になったことがあると記載されていた。

　このエピソードから，高齢者などでは本人

の申告だけでは不十分であり，特に緊急時な

どでは情報が少ないということを再認識し，

α刺激薬が喘息を誘発することを理解してお

きたい。

〈麻酔器〉

　中央配管との接続，コンセントへの接続などを

チェックしておく。

〈麻酔導入に必要な機器〉

　喉頭鏡，気管チューブ，スタイレット，エア

ウェイ，バイトブロック，開口器が麻酔カート内

に入っていることを確認しておく。喉頭鏡はライ

トが点灯するかどうかもチェックしておく。ま

た，吸引用チューブのクランプを外し，正しく吸

引されるかどうかもチェックしておく。

〈薬剤〉

　麻酔に必要な薬剤，術中管理に必要な薬剤（昇

圧薬，降圧薬，抗不整脈薬など）を確認する。施

設にもよるが，事前の指示で麻酔開始前に看護師

が準備しておくことが多い。指示された薬物であ

ること，指示された希釈であることを十分に確認

し，ラベルを貼布する（写真１）。アンプルから情

報を読み取ってラベルを印刷できる機器もある１）。

また，吸入麻酔薬が気化器に十分あるかどうか確

認し，不足しているようであれば補充しておく。

【高カルシウム血症】

　麻酔科医が希釈した昇圧薬を投与するたび

に血圧が上昇した。いつもより効きがよいと

は感じていた。術後，すべての薬剤を生理食

塩水ではなく塩化カルシウムで希釈していた

ことが判明した。当時のバイアルは，生理食

塩水は白のラベル，塩化カルシウムは薄いグ

レーのラベルで，間違えやすかった。加えて，

生理食塩水と同じ場所に保管されていた。不

十分な確認が引き起こした症例である。

〈患者入室：サインイン〉

　患者確認は，本人と共に外科医，麻酔科医，看

護師で行うが，外回り看護師が主導して行う。手

術部位を確認し，特に左右には注意する。手術部

位が油性ペンで記入されていることもある。ま

た，麻酔器，必要な薬剤のチェックが行われてい

るかを麻酔科医に確認する。

〈ベッド移動〉

　高齢者・小児では，転倒・脱落に特に注意を要

する。患者を左右から挟むように行うとよい。

【先天性骨異型性症】

　小児の先天性骨異型性症の骨折修復術の

エピソードから注意したい外回り看護ポイント

エピソードから注意したい外回り看護ポイント

図  手術経過と役割

術前

術後

術中

外
回
り
看
護
師

麻
酔
科
医

外
科
医

麻酔導入

麻酔維持（術中）

覚醒・抜管

写真１  必要薬剤とラベルの貼布
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