
特集  手術室に看護はあるのか？ 今改めて問う「手術看護」

手術看護を 
どうとらえるか

　今回，本特集のテーマである「手

術室に看護はあるのか？」の問い

に，改めて手術看護の意味・意義を

考える機会となった。私は看護師と

して多くの時間を，第一線での手術

看護実践に費やし，後輩たちの育成

にも力を注いできた。しかし，「手

術室に看護を見いだせない」と言わ

れて，何人もの優秀な人材を育成し

きれなかった苦い経験がある。その

際に語られた多くの内容は，「先生

に言われた器械をただ手渡している

だけのような気がする」「自分が今

まで経験してきた看護が，手術室で

は全然生かされない」「患者さんと

もっと話がしたい」「こんなに多く

の器械は覚えられないし，今まで

やってきた経験（看護）と仕事の内

容が違いすぎる」などであり，“手

術看護” がなかなか理解されにくく

歯がゆい思いをした。

　私は2005年に手術看護認定看護

師，2016年に急性・重症患者看護

専門看護師の資格を取得した。

2015年からは集中治療部に異動し，

手術看護実践の第一線からしばらく

距離を置いている。しかし，手術看

護とICUや病棟での看護に何か違い

があるのかを考えてみたが，さほど

大きな違いは浮かばない。もちろん

日常の看護業務に異なる点は多い

が，“看護” そのものの本質は同じ

なのだと思う。それは “看護” をど

うとらえるかによるのだろう。

　私は器械出しを業務とは表現しな

い。なぜなら器械出し看護師は，術

前に患者情報を評価し，術式を理解

した上で器械出し看護を展開してい

るからである。外回り看護ももちろ

ん同様である。ICUや病棟でも，患

者情報から病態を理解し，治療方針

に沿った看護を展開している。手術

看護が数時間の集約であるなら，

ICUは数日から数週間，病棟はもう

少し長い期間，患者の療養生活を支

え向き合っている。私たちは周術期

という時間軸の中で，患者のクリ

ティカルな状況に寄り添い，患者の

回復を促し，セルフケア能力を再獲

得していくための “看護” を展開し

ているのである。少々硬い表現に

なったが，事例を振り返りながら私

がとらえている “手術看護” につい

て述べていきたい。

麻酔科術前外来での 
Ａ氏との出会い

　当院は，麻酔科術前外来に周術期

管理チーム看護師や手術室看護師ク

リニカルラダーレベルⅣ相当の看護

師を配置し，麻酔と術中看護計画の

自治医科大学附属病院　看護部　集中治療部
手術看護認定看護師／急性・重症患者看護専門看護師　松沼早苗
2005年手術看護認定看護師，2016年急性・重症患者看護専門看護師を取得。効率的な周
術期管理と手術医療の質の保証，手術の安全性の向上と患者満足を伴った術後回復促進を
目指し，組織横断的な活動を目標としている。
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説明，術後疼痛管理・早期離床・禁煙指導などを

行っている。外来は午後から開始するため，外来

担当看護師は午前中に情報収集とリスクアセスメ

ントを済ませ，外来担当麻酔科医師と情報共有や

予定麻酔の策定を行う。今回紹介する事例は６年

ほど前の実践である。その当時，私も外来を担当

しており，Ａ氏とは術前外来で初回面接となった。

●閉鎖恐怖症による過呼吸発作， 
パニック症状の既往

　40代女性のＡ氏は，10年前から子宮筋腫を指摘

されていたがフォローはしていなかった。ここ２

年間で腹部膨満を自覚したため受診した。その結

果，巨大子宮筋腫と診断され，腹式子宮全摘術（場

合によっては両側付属器切除術）の予定となった。

　Ａ氏には閉鎖恐怖症があり，術前のMRIやCT

検査に同意が得られず実施していなかった。以

前，MRI検査や内診で過呼吸発作やパニック症状

を起こしている。それら以外の既往症はない。家

族構成は長女（20代前半），次女（10代後半）の

３人暮らしで夫とは離婚している。職業は会社員

である。

●対応に迫られるＡ氏の心配
　Ａ氏は，手術２週間前に麻酔科術前外来を受診

した。外来担当の私と麻酔科医から，予定麻酔方

法や合併症，術中看護計画，手術当日の流れ，術

後の鎮痛方法などについて説明した。外来には長

女とＡ氏の姉（キーパーソン）が同伴していたが，

「手術をする医師は何人か」「創は大きいのか」「グ

ラグラする歯があるけれど，抜けてしまうのか」

「手術の日は家族に泊まってほしい」など，手術

や麻酔に対するさまざまな不安を訴えていた。夜

間は睡眠もとれている様子で，食事も普段どおり

摂取していると話していた。

　外来終了後１時間ほど経過した後，家族と共に

「まだ看護師さんに話を聞いてほしい」と外来を

訪れた。そこでも，「手術に入る医師は男性と女

性がいい」「人工呼吸器（気管挿管のこと）はや

らないとだめなのか」など，涙しながら手術や麻

酔に関する質問を繰り返していた。その時のＡ氏

の不安は麻酔や手術に関することであり，その表

情から「不安」「恐怖」の感情を抱いていること

が読み取れた。その日のうちに主治医に相談し，

Ａ氏の危機状態回避のため認定看護師としての実

践とした。

　看護診断では，不安とは「自律神経系の反応を

伴う，漠然とした，動揺した不快な感情または恐

怖の感情（原因は本人にはしばしば特定できな

い，または分からない）であり，危険の予知に

よって引き起こされる危惧の感情である。不安は

差し迫った危険を警告する変化の合図であり，脅

威に対処する方法をとらせることができる」と定

義されている１）。また，恐怖は「意識して危険で

あると認識した脅威の知覚に対する反応」と定義

されている１）。

　つまり，恐怖はその対象となるものが意識でき

るほどに特定できるが，不安はその対象が明確に

できるほどのものではなく漠然とした心配である

と言える。Ａ氏の場合，手術や麻酔という未知の

経験を脅威ととらえているが，不安や恐怖で心理

的不均衡状態が持続していた。

●尽きない不安
　入院までの数日間，Ａ氏から私あてに複数回の

電話があった。電話口でも外来の時と同じ内容の

質問が繰り返され，その都度想いの傾聴と質問に

対する説明を繰り返した。

　手術２日前にＡ氏は入院した。入院当日も「看

護師さんに話を聞いてほしい」と病棟看護師を通

して希望があった。病床を訪問すると，手術のイ

ンフォームド・コンセントの直後であり，「輸血

の可能性が50％と言われたが副作用が心配」「病

室の部屋番号が1××9室のため不吉」などと話

し，涙ぐむ様子がみられた。手術前日にも病床訪

問を実施したが，手術前日も今までと同様の内容

を繰り返し訴えていた。
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予想外の「投書」
　手術室に配属されて10年近くが

たち，ふと振り返ると，多くの患者

との出来事が思い起こされるが，中

でも深く残るものがある。

　「その日」は，私が手術室に配属

されてから２年目をじき終えようと

する頃であった。看護師として４年

が経過しようとしていた頃である。

入職時は病棟に配属されたが，１年

半ほどで手術室へ異動となった。配

属された病棟は泌尿器科・脳神経外

科・婦人科の混合病棟で，男性看護

師は私と当時主任であった先輩看護

師の２人だけであった。婦人科があ

るので，男性としては婦人科患者に

接しにくさを感じることもあった

が，そこは看護師という意識と，患

者からの温かい言葉があったおかげ

で，距離を置きすぎることなく自然

に看護できるようになっていた。い

つでも患者のことを考えて接してい

た私は，「その日」の出来事が起こ

した結果に，現実を突きつけられる

ことになった。

　当院では，病院やスタッフに対

し，患者・家族が意見を伝えること

ができるように，「メッセージボッ

クス」を各所に設置している。メッ

セージボックスの設置箇所には便箋

が準備されており，さまざまな意見

を記入して投函できるようになって

いる（写真）。ここに投函された意

見書（当院では「投書」と呼んでい

る）の内容には，患者が入院中に受
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磐田市立総合病院　手術看護認定看護師　萩原義久
2008年に看護師免許取得。１年半の病棟勤務後に手術室に配属となり，2017年に手術看
護認定看護師資格を取得。「医療の原点は思いやり」の組織理念の下，倫理的観点に基づい
たケアの提供に努めている。

写真●患者・家族が意見を投函できるメッセージボックス
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けた治療やケアに対する感謝の言葉も多い。看護

師に向けられた感謝の言葉は，看護部から院内の

看護師に向けて発信される。もちろん，患者・看

護師両者が特定できないようにされてはいるが，

自分に宛てられたものなのかは当人が見れば一目

瞭然なのである。この取り組みは，かかわった看

護師本人だけではなく，周囲の看護師のモチベー

ションを上げるためのものでもあった。

　投書が手術室にも送られてきた。「投書が来て

いるよ」と聞いた時，手術看護師として誇りと充

実感を持って仕事をしていた私は，「誰か（もし

くは自分）が，患者から感謝されることをしたの

だ」と考えていた。看護師として，患者から感謝

されることほどうれしいことはない。うれしさの

あまり，「投書が来ているよ」と告げた当時の師

長の言葉尻が，あまり誇らしげでなかったのに気

づかなかった。思い返せば，少し残念がっていた

ように思う。投書には，次のように綴られていた。

　“手術を受けるとなっただけでもつらくて，気

持ちの整理も十分じゃなかった。私の気持ちを一

緒になって分かってくれる人がいると思ったのに。

なんとなくしか覚えていないけれど，男の人たち

がついていて，気持ちを分かってもらえないと

思った。孤独に感じてとてもつらい思いをした”

看護師としての理想を砕く 
投書の言葉

　胸がチクッとした。それはだんだんと締め付け

るように強くなり，最後の文字まで見ることが苦

痛であった。ほんの数秒前までうれしさで体中が

ぽかぽかと熱を帯びていたのに，まるで何かに吸

い取られたように全身冷ややかになった。手足は

実際に動いているわけではないのに，小刻みに揺

れているように感じた。頭の中にかろうじて浮か

んだ言葉は，「え…」という一文字。読み終わっ

た私の目は，“とてもつらい思いをした” という

一文を見つめていた。胸の締め付けを治めよう

と，ゆっくりと息を吐いたが，次に目に入ったの

は “男の人” という言葉であった。

　病棟でもそうであったように，私はそれまでの

看護師人生において，どのような患者に対して

も，性別など関係なく「看護師」として接し，そ

れなりに信頼を獲得してきたと自負していた。そ

れが私の思い描いていた「理想の看護師像」で

あったが，この瞬間に理想は打ち砕かれた。

　この投書に綴られた場面が，「その日」に私が

犯した失敗であり，それまでの自分を省みるきっ

かけとなった。

「その日」の出来事

●D&C手術患者の担当
　「その日」，私は男性新人看護師Ａさんの外回り

看護指導担当として勤務していた。当時の私は，

器械出しや外回りとして対応できる手術が増え，

先輩看護師や周囲のスタッフ（当手術室には看護

師以外に，臨床工学技士，診療放射線技師，委託

スタッフと，多職種が勤務している）からも頼ら

れるようになり，手術看護や業務に楽しさを感じ

ていた。後輩指導を頼まれることもしばしばあり，

熱を入れて指導していた。後輩にも早くこの楽し

さを感じてもらいたかったし，私たちと同じよう

な手術看護を実践できるように，自分の経験知や

技術をできるだけ多く伝えていこうと，「その日」

も朝から張り切って指導に当たっていた。Ａさん

は配属されてから数カ月が経過しており，全身麻

酔や局所区域麻酔の手術も何度か経験していた。

　朝からＡさんと一緒に担当していた手術も昼に

は無事に終了し，管理室（スタッフが当日の采配

や手術の進捗状況を把握する場所）に戻ってくる

と，予定されている１件の手術が目に入った。そ

の手術は，空きの手術室があるにもかかわらず入

室待ちをしており，入室時間も未定であった。時

間が決定していない理由は，手術を担当する看護

師が不足していたためであった。こういった問題

は，私が手術室に配属された当初からたびたび起

こっていたことであり，「またかぁ…。まあ，リー

12 手術看護エキスパート ̶̶ Vol.13 no.3

dtp
続きは本誌を



特集  手術室に看護はあるのか？ 今改めて問う「手術看護」

患者から教えてもらった
手術室看護師の役割

●�手術室看護師としての�
スタートは「０」から

　私が手術室で働くことになったの

は，看護師３年目の春だった。２年

間の病棟経験を経て，転職を機に手

術室へ配属となったのである。当時

私は，手術室に対して「怖い」とい

うイメージしかなかった。２年とい

う期間ではあったが，病棟でそれな

りに自立してケアや業務を行えてい

た私は，何とかやっていけるだろう

と，どこか根拠のない自信を持って

手術室への配属を受け入れた。

　しかし，現実は予想とは大きく異

なり，病棟経験で得ていた自信はす

ぐに崩れ去ってしまった。膨大な数

の手術器具や手術手技を覚えなけれ

ばならず，またそれができなければ

手術につくこともできないという現

実を目の当たりにしたのである。そ

れまで病棟で身につけたスキルは

まったく役に立たず，すべてが「０」

からのスタートになってしまった。

　周囲の先輩たちは，当たり前に手

術室の業務を実践していた。それに

引き替え，私は看護師３年目であり

ながら，手術室看護師としての業務

がまったくできない状態だった。入

職して３日目にはすでに「手術室で

働くなんて無理」「向いていない」

とまで考えるようになってしまって

いた。もともと手術室での勤務を希

望して配属されたわけでもなく，こ

れまでの病棟経験が私にとっての看

護師としてのすべてであったため，

「０」からのスタートになる手術室

での勤務を受け入れることが難し

かった。

　前向きな思いになれない自分とは

対照的に，手術室で働く先輩たちは

日々の予定手術や緊急手術の対応な

ど，自分には到底実施できない業務

をこなしていく。そんな姿を見る中

で，「自分自身もあんなふうになれ

るのか」「諦めずにもう少し頑張って

みよう」という思いが芽生えはじめ，

今できる目の前のことに必死に取り

組んだ。この時の私は，「手術看護」

という意識は頭になく，ただ業務を

覚え，実践することに懸命だった。

●�患者の不安に応えられない
情けなさ，悔しさ

　さまざまな思いを感じながら，手

術室看護師として働きはじめてから

数年が経過した。手術室業務を遂行

するという面では，自分なりに納得

できるレベルまで達していたのと同

時に，手術室で働くことのやりがい

や面白さを感じはじめていた。看護

医療法人愛心会　東宝塚さとう病院
ER/OR　看護師長　永島直俊

1999年看護師免許取得，同年独立行政法人舞鶴医療センター
循環器病棟勤務。2001年公益財団法人丹後中央病院入職（手
術室勤務）。2012年同院看護部・救急部部長昇格。2015年
退職。2018年東宝塚さとう病院入職。心臓センター，手術室
看護師長を兼務し，2019年２月よりER/OR看護師長を務める。
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師としてまだまだ未熟であった私も，数々の手術

を経験し，先輩たちと一緒にチームとして働いて

いく中で，今よりももっとさまざまなことができ

るようになりたいという思いを抱くようになって

いた。ただ，この時もまだ手術看護を追求すると

いうよりも，自分自身のスキルアップのためとい

う向上心しかなかった気がする。

　ある日，私は仕事中に手指を切断してしまった

患者Ｂさんの手術を担当した。無事に手術を終

え，Ｂさんは創部の治癒経過に合わせてリハビリ

を実施していた。当時の私は，手術が無事に終

わったことだけで満足しており，手術後のＢさん

の状態がどうなっているか，患者の術後に深くか

かわっていなかった。そんな時，院内でＢさんか

ら声をかけてもらった。

　「手術でお世話になった看護師さんですよね？　

手術では大変お世話になりました」

　突然声をかけられ驚いたが，包帯に巻かれた術

後の手に自然に視線が向いた。術後の痛みを確認

すると，「おかげさまで傷の痛みは少しずつ和ら

いできました。看護師さん，私の手は元どおりに

動きますか？」と問いかけられた。そのＢさんの

問いかけに，術後の状況を知らない私は，「手術

は予定どおり終わりました。術後の状態は私では

分かりかねますので，主治医の先生に確認してく

ださい」と答えるしかなかった。

　Ｂさんは不安を隠しきれない表情で，「そうで

すよね，分からないですよね。お忙しいのにすみ

ません」と病棟に帰っていった。その時のＢさん

の不安いっぱいの表情に，自分は看護師でありな

がら何もできていないと，情けない気持ちになっ

てしまった。

●�患者にとって大切な瞬間に�
立ち会うという責任

　手術は予定どおりに無事終了し，私の仕事は終

わりと満足していたが，患者にはその後がある。

Ｂさんは，手術を受けた手で日常生活を送ってい

かなければならない。私にとっては日々ある手術

の中の１件だったとしても，Ｂさんにとっては一

生を左右する手術であることをこの時痛感した。

それと同時に，手術室看護師は患者にとって大切な

瞬間に立ち合っているという責任を実感した。

　その後，私はＢさんの病室を訪ねるようになっ

た。リハビリの状況を見せてもらい，家族とも話

をした。リハビリにより少しずつ動くようになっ

た指を見て，Ｂさんはうれしさを感じていたが，

その反面，退院後の生活や仕事に対しての不安は

強くなっているようにも感じた。受傷前の手の状

態には戻らなかったが，Ｂさんは身の回りのこと

や日常生活は自立でき，以前の職場への復帰も決

まった。退院当日，何もできなかった私に対して

「ありがとう，本当にお世話になりました」と声

をかけてくれ，Ｂさんは笑顔で退院した。

　この経験が，手術に立ち合う責任と覚悟，そして

手術看護とは何かということを真剣に考えるきっか

けになったと感じている。自分のスキルアップのた

めの手術という認識から，患者のための手術へと，

私自身の手術に対しての認識も大きく変化した。

新人看護師の戸惑い

●「手術室に看護はあるのでしょうか？」
　新人看護師のＣさんは，新卒で手術室に配属された。

この時，私は手術室の管理職として働いていた。Ｃ

さんは手術室という未知なる世界に戸惑いながらも，

教育担当者との関係も良好で，順調に業務を習得し

ていった。手術器械の少ない症例から順次介助がで

きるようになり，Ｃさん自身も徐々に自信ややりがい

を感じ，手術室看護師として頑張るという目標を持て

ていたのではないかと推察したのと同時に，スタッ

フの誰もがＣさんの頑張る姿勢を評価していた。
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