
本特集では，滅菌物や材料の管理・環境調整の際においてのポイントについて解説します。《Q&A編》では，洗
浄・滅菌物を管理する際に現場の看護師の方々がよく疑問に思うことについてポイントや環境調整の方法を
Q&A形式で紹介します。《洗浄・滅菌や物品管理，環境調整の取り組み編》では，洗浄・滅菌，材料などの管理や
環境調整に関する各施設での取り組み・実際を紹介します。医療現場ではガイドラインや文献などで明確にされ
ておらず，正しいのか間違っているのか迷うことも多いと思いますが，そうした疑問の解決にお役立てください。 

気になる洗浄・滅菌管理，
環境調整，材料管理Q&A

特集１

豊橋市民病院　看護局　感染症管理センター
感染管理認定看護師　福井通仁

2007年豊橋市民病院入職。脳神経内科・脳神経外科・整形外科病棟，新生児集中ケア領域
での勤務を経て，2017年に感染管理認定看護師資格を取得。2018年より現職。

滅菌バッグには滅菌処理前に記載
　滅菌処理後に記載すると，汚染物質と接触して

不潔となってしまい，無菌保持性を損ねる原因と

なります。

滅菌バッグへの記載には
水性ペンではなく油性ペンを使用
　水性ペンを使用した場合，記載部分に何らかの

摩擦がかかった時に，インキがはじかれたり，に

じんだりしてしまうことが考えられます。また，

滅菌物を重ねて滅菌した場合，シール内側のフィ

ルム面や紙面に付着してしまう可能性があるため，

水性ペンは使用しないようにしましょう。

　写真１のように，滅菌物を重ねて蒸気滅菌を行

うと（特に鉗子などの重量があるもの），記載部

分が転写されてしまいます。滅菌バッグの紙面は

蒸気の通り道であるため，滅菌工程の妨げになる

可能性があります。

ペンで滅菌バッグ（包装ビニール）
に滅菌日時や期限を記載する際は，
記載する場所やタイミング，ペンの
種類に注意しましょう。

ペンで滅菌バッグ（包装ビ
ニール）に滅菌日時，期限を
記載してもよいでしょうか？

写真１●蒸気滅菌により滅菌バッグの紙面に転写された文字
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特集１  気になる洗浄・滅菌管理，環境調整，材料管理Q&A

あいち小児保健医療総合センター　看護部　主任／感染管理認定看護師　脇　眞澄

再滅菌に伴うリスクを認識し，
自施設での基準を統一

　再滅菌を指示された器材がシングルユース（単

回使用）であれば，再滅菌は不可能です。2000

年８月にFDA（アメリカ食品医薬品局）は，第三

者および病院で再生処理された使い捨て器材に関

するガイダンスで，「再使用されるシングルユー

ス（単回使用）器材は，製造された器材と同等の

規制要件に従う必要がある」と記載しています。

また，医療機器に関する法律や薬事法，PL法（製

造物責任法）では，「単回使用の医療機器につい

ては，作成又は改訂年月日の下『再使用禁止』と

記載するとともに『禁忌・禁止』の項にも記載す

ること」と規制しています。

　シングルユース（単回使用）器材は，分解洗浄

が困難なものが多く，洗浄不良を引き起こす可能

性や滅菌による劣化の危険性もあります。2017

年，厚生労働省は，一度しか使用が認められてい

ないシングルユース（単回使用）器材を洗浄・滅

菌している事実が判明した事態を重く見て，同年

９月21日付の「単回使用の医療機器の取扱いの

再周知及び医療機器に係る医療安全等の徹底につ

いて」による通知において，院内で洗浄・滅菌し

ての再利用は認められないと通知しています。こ

れらの状況を鑑みて，安易に再滅菌を行ってはな

らないことが理解できると思います。

　希少かつ特殊な器材，開封したが使用しなかっ

た清潔な器材などについては，施設内で再滅菌に

関する明確な基準を設けるべきです。その際に

は，再滅菌の指示を出した医師の意向を基に，「洗

浄・滅菌工程に問題がなく感染リスクはない

か？」「再滅菌することで機能的に問題なく安全に

使用できるか？」「再滅菌した器材で手術を行う

ことは倫理的な問題はないか？」などについて，

感染管理部門，医療安全部門，倫理委員会などと

共に協議し，基準を決定することが必要です。

当施設での取り組み・工夫
　以前，当施設の感染管理担当者が中央滅菌材料

室の担当者と手術室の担当者に，シングルユース

（単回使用）の対象器材の認識・再滅菌の状況な

どについて確認しました。その際，担当者それぞ

れで対象器材に対する認識が異なっていました。

そこで再調査した結果，「現在は再生していない

が，以前に再生した器材が残っていた」「シング

ルユース（単回使用）器材であることを知らずに

再滅菌していた」などの事実が確認できました。

　この問題を感染対策委員会と医療安全委員会で

審議しました。現在は，診療科の医師が再使用を必

要と判断した場合に限り，その医師が診療材料を取

り扱う委員会に再滅菌を申請し，感染対策委員会，

医療安全委員会，倫理委員会で再使用に関して審

議して妥当性を決定するシステムを導入しました。

医師から再滅菌の指示が
ありましたが，どうすべき
でしょうか？

まずは再滅菌の指示を受けたことを上司に報
告しましょう。個人の判断で再滅菌を行って
はいけません。

9手術看護エキスパート ̶̶ Vol.14 no.1

dtp
続きは本誌を



特集１  気になる洗浄・滅菌管理，環境調整，材料管理Q&A

公立西知多総合病院　手術センター 

副看護師長／感染管理認定看護師　山田昌矢
1998年東海産業医療団中央病院手術室に入職。その後，2012年に感染管理認定看護師資
格を取得し，経営統合した東海市民病院で感染対策室専従看護師として活動し，同年中部地
区中材業務研究会役員となる。2015年度経営統合により開院した公立西知多総合病院の感
染対策室専従後，消化器・泌尿器科混合病棟を経て，現在に至る。

高圧蒸気滅菌とは
　高圧蒸気滅菌は，高温・高圧下の飽和水蒸気で

加熱することで，被滅菌物に付着した微生物のタ

ンパク質を熱変性によって凝固させて殺滅する滅

菌法です。滅菌剤は水であるため経済的であり，

化学物質を使用しないことから残留物質が出ず，

安全性も高いです。そのため，耐熱，耐湿，耐高

圧の被滅菌物に最も多く選択される滅菌法です。

フラッシュ滅菌の工程
　通常の高圧蒸気滅菌と比較し，フラッシュ滅菌

は，①真空工程がないこと，②乾燥工程が省かれ

ていることが主な違いです。通常の高圧蒸気滅菌

では，工程の初めに真空引きを行い，缶内の空気

を排除します（図１）。これにより，被滅菌物の

内部に含包した空気や器材内腔の空気が排除さ

れ，給蒸した際の蒸気浸透を促進します。

　一方，多くのフラッシュ滅菌の方式である重力

置換方式による滅菌工程では，真空引きを行いま

せん（図２）。重力置換方式の滅菌では，給蒸す

ることで缶内の下部へ空気を押し出し，被滅菌物

に蒸気を曝露させて滅菌します。強制的な空気排

除がないため器材内腔の空気は残り，内腔にも蒸

気が浸透しないため，内腔は滅菌されません（図

３）。リネンのように空気を含包する被滅菌物も

同様に，空気排除がされず，内部の滅菌はされま

せん。そのため，フラッシュ滅菌で管腔器材や多

孔性器材の滅菌は行うべきではありません。

フラッシュ滅菌（ハ
イスピード滅菌）は
どこまでOKでしょ
うか？

高圧蒸気滅菌器におけるフラッシュ滅菌（ハイスピード滅
菌）は，日常的な滅菌やインプラント（体内埋入物）に使
用することは避けるべきです。また，管腔器材や多孔性器
材の滅菌については，重力置換方式の滅菌器では十分な
蒸気浸透（詳細は後述）がされず，内腔における滅菌不良
が発生するため，使用は避けるべきです。

図２●重力置換方式の滅菌工程

134℃

コンディショニング 滅菌 排気

図１●通常の高圧蒸気減菌の滅菌工程（プレバキューム式）

0.2

0.1

０

0.1

空気排除と給蒸を行う

（MPa）

小林寛伊編：新版消毒と滅菌のガイドライン，へるす出版，2011.
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特集１  気になる洗浄・滅菌管理，環境調整，材料管理Q&A

ダブルチェックする。その後，中央材料室に運ぶ

が，当手術室には回収専用廊下がなく，不潔器械

が清潔区域を通らざるを得ない。そこで，不潔器

械による曝露を抑えるため，器材を回収ケースに

入れた上，扉をロックできる不潔器械回収カート

で中央材料室に運んでいる。カートに入りきらな

い借用機械などは，器械台シーツで梱包し目張り

をした状態で運んでいる。

　中央材料室は，洗浄場所と滅菌包装する場所で

区画し，洗浄後の器械が汚染されないよう努めて

いる。既滅菌物は，既滅菌室および清潔区域内で

保管されている。

●洗浄・滅菌方法，評価方法
　器械に付着する血液や脂肪組織は，乾燥してし

まうと落としづらかったり，動作不良の原因となっ

たりすることがある。そこで，術中に行っている取

り組みとして，術中に滅菌蒸留水で適宜水洗いして

いる。湿らせたガーゼでふき取るだけでは，表面の

付着物は落とせるが，鉗子の交差部分の付着物ま

で落とすことができない。鉗子の交差部分に入り込

んだ血液が凝固すると動作不良となりやすいため，

持針器など交差部分の汚染があるものは，術野か

ら回収時に直ちに水洗いを行っている（写真２）。

　術後の洗浄方法は，主にウォッシャーディスイ

ンフェクター（以下，WD）で行っているが，管

腔のある金属製吸引管や腹腔鏡用鉗子（WD使用

管理や環境調整の
取り組みの実際

●手術室・中央材料室環境
　当手術室における器械展開は，器械台の清潔度

をより高く維持することを目的として，患者が入

室した状態で行う手術直前展開ではなく，患者入

室前に事前展開を実施している。器械展開中は室

内の空気清浄度を維持するため，人の出入りを最

小限にし，出入りを行う際は全開用のフットセン

サーではなく，半開用のハンドセンサーで手術室

ドアの開閉を行っている（写真１）。器械展開さ

れた器械台は，展開後に滅菌不織布によって覆わ

れ，そのまま手術室内に保管し使用される。

　手術終了後，汚染された器械は，まず洗浄担当

者がカウント用紙を基に手術室内での数と形状を

福岡徳洲会病院　手術室　主任看護師／手術看護認定看護師
樋渡行雄

2000年九州大学医療技術短期大学部看護学科卒業後，国家公務員共済組合連合会千早病院の
手術室に勤務。2004年医療法人徳洲会福岡徳洲会病院の手術部に勤務する。2013年東京女子
医科大学認定教育センターにて，手術看護認定看護師の資格取得，現在に至る。

〈病院概要〉
病床数：602床　　診療科目：37診療科
認定施設：病院機能評価認定病院（GB56-５号），JCI
認証病院（2018年12月認証），地域医療支援病院，
災害拠点病院
手術室数：13室（クリーンルーム１部屋，ハイブリッ
ド室１室）
手術件数：年間約5,500件
手術室スタッフ人数：38人（看護師長１人，看護主
任・手術看護認定看護師１人，看護スタッフ34
人，看護補助者２人）
中央材料室スタッフ：外部委託業者13人（洗浄・滅
菌業務10人，手術内環境整備３人）

〈洗浄・滅菌や物品管理，環境調整の取り組み編〉

当手術室における洗浄・滅菌物，材料などの
管理や保管，環境調整の実際と工夫①
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時）は超音波洗浄機を使用している。また，腹腔

鏡用カメラ・光源コードなど用手洗浄が必要なも

のは，中性酵素洗剤の恒温槽（45～50℃）に10

分間浸漬させ，その後十分なすすぎを行っている。

WDに関しては，始業開始前に洗浄評価インジケー

タを用いてテスト運転を実施，記録している。

　眼科や形成外科，脳神経外科で使用するマイク

ロ手術用器械はバスケット内に専用のシリコン

マットを敷いてWDで洗浄を行っていたが，洗浄

中に先端の破損が数件発生したため，シャワー洗

浄や超音波洗浄中にマイクロ手術用機械が動かな

い蓋・シリコン付きバスケット（写真３）を使用

している。このバスケットを使用してから，洗浄

中の器械破損は起こっていない。

　当手術室の滅菌方法は，高圧蒸気滅菌，過酸化

水素低温プラズマ滅菌の２種類である。それぞれ

のプログラム内容は，滅菌機メーカー担当者・滅

菌責任者・感染管理者・手術室管理者で，「医療

現場における滅菌保証のガイドライン2015」を

基に協議し決定した。滅菌プログラム内容は表

１，２に示すとおりである。

適合機材

適合機材

サイクル

サイクル

STERRAD100NX

STERRAD100S

軟性内視鏡以外の器材

軟性内視鏡（オリンパス社製）

鋼製小物や内腔のない硬性鏡

軟性内視鏡

内腔のない器材

内腔のある器材

スタンダード

デュオ

エクスプレス

フレックス

ショートサイクル

ロングサイクル

表２●過酸化水素低温プラズマ滅菌プログラム

❶135℃，予熱時間10分，パルス回数３回，滅菌時間18
分，乾燥時間50分；約110分
プリオン対応プログラムで，プリオン病感染予防ガイ
ドラインを参考にプログラムを作成した。対応診療科
としては脳神経外科，眼科，整形外科である。
❷134℃，パルス回数３回，滅菌時間８分，乾燥時間30
分；約70分
医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を参
考にプログラムを作成した。プリオン対応が必要ない
高圧蒸気滅菌対応機材で使用している。
❸134℃，パルス回数３回，滅菌時間８分，乾燥時間15
分；約55分
術中に落下や何らかの理由で不潔になった器械を急い
で滅菌する時のみ使用している。乾燥工程が15分で
あるため，滅菌バッグのみで，セット類には実施して
いない。

表１●高圧蒸気滅菌プログラム

写真２●汚染器械の水洗い

写真３●マイクロ器械専用バスケット

ハンドセンサーはフットセン
サーの約半分しか開かず，人
の出入り後すぐに自動的に閉
まる設定になっている。

写真１●ハンドセンサーでの手術室ドアの開閉
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特集２  新人・初級者教育で押さえておきたい「手術室で必要な看護技術」 《ノンテクニカル領域の看護技術編》

手術室に潜む危険
　手術室に潜む危険には，「患者誤

認」「手術部位の取り違え」「ガー

ゼ・器械などのカウントミス」「針

刺し」「手術器械取り扱いミス」「薬

物取り違え」「ドレーン管理に関す

るインシデント・アクシデント」な

どが挙げられる。これらは，患者の

予後や生命につながる事態を招きか

ねない。手術室の最終目標は，患者

の手術が安全に終了することである

が，医療安全の観点では「人は誰し

もミスを犯すもの」である。そうし

た中でも，手術室看護師はインシデ

ントを最小限にし，患者に直接影

響を与えないよう取り組む必要が

ある。

　小黒は，「事故やミスが起こりや

すいポイントは先輩看護師から教え

てあげられるが，それではただ与え

られたものに注意を払っているに過

ぎない。そうではなく，自分で考え

て，事故の元になりうる危険因子に

気付けるような『リスク感性』を磨

かせる教育が必要」１）と指摘してい

る。そこで，手術室看護師には「リ

スク感性」を磨く教育が必要と考え，

当手術室では危険予知トレーニング

（以下，KYT）を実施しており，「こ

れは大丈夫？」と気づけるよう取り

組んでいる。

　また，当手術室の看護師が起こす

インシデント・アクシデントは，

「確認・知識不足」「マニュアルの不

遵守」が90％以上である。確認・

知識不足を補うため，WHOが提唱

している「手術安全チェックリス

ト」を当院独自に改変・作成すると

共に，他職種との情報共有のための

カンファレンスを開催している。

　本稿では，当院での取り組みも交

え，手術室でのリスク感性を磨く方

策・ポイントについて紹介する。

手
術
室
に
潜
む
危
険
か
ら
患
者
を
守
る
取
り
組
み

〜
リ
ス
ク
感
性
を
高
め
、他
職
種
と
連
携
し
、安
全
な
手
術
を
提
供
す
る
た
め
に

一般財団法人厚生会　仙台厚生病院
手術室　主任看護師　五十嵐かおり

2001年看護師免許取得。同年４月仙台厚生病院入職。循環器内科・心臓血管外科・
呼吸器外科病棟を経て，2008年に手術室へ異動。2016年認定看護管理者ファースト
レベルを修了。同年４月から手術室看護主任として勤務，現在に至る。

　当院は，病床数409床（集中治療室26床を含む）の急性期病院であり，「選択と集中」の

原則のもと，心臓血管・消化器・呼吸器の３領域においてセンター化した「地域医療支

援病院」である。手術室数はハイブリット手術室を含め５室，手術件数は年間2,083件（緊

急手術431件を含む〈2019年12月末日現在〉）である。手術室スタッフは，麻酔科医７人，

心臓血管外科医６人，消化器外科医９人，呼吸器外科医４人，看護師27人（師長１人，

主任２人を含む），ナースエイド２人，クラーク１人，ほかに手術に応じて臨床工学技士

とも連携し，24時間体制で緊急手術にも対応している。
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手術室における
リスク感性を磨く取り組み

●KYTによる危険予知能力の養成
　当手術室の看護師が起こすインシデントは，手

術室経験１～３年目が41％，４年目以降が59％

であり，手術室経験年数が長いからといってイン

シデントやアクシデントが少ないとは言えない。

その原因は，「業務に慣れることでの思い込み」

「緊張感が低下することによる確認不足やマニュ

アルの不遵守」だと考えられる。

　そこで，当手術室ではリスクマネジメント委員

が中心となり，手術室の全看護師がKYTに参加す

ることで，リスク感性を高める取り組みを行って

いる。具体的な実施方法を次に述べる。

ステップⅠ：KYTの理解を深める（５月）

　リスクマネジメント委員が手術室の全看護師を

対象に，KYTについて勉強会を実施する。当手術

室では日々の看護実践の中で，看護師個々にイン

シデントを未然に防ぐ指導を行ってきたが，写真

などを活用してKYTを実施していなかったので，

第１段階としてKYTの目的，必要性を理解する勉

強会を開催している。

ステップⅡ：グループワーク（６月・９月・12月）

①１枚の写真（手術室内）を基に，新人・ベテラ

ン看護師を含んだ４～５人でグループワーク

（以下，GW）を行う（写真１）。

②GWでは，10分間で「どんな危険が潜んでいる

か」「インシデント・アクシデントにつながり

そうな箇所」をできるだけ多く出し合い，各グ

ループで出た内容を発表し共有する。また，ほ

かのグループの発表内容をいつでも確認できる

ようにファイリングし，閲覧できるようにして

いる。

③GWには，手術室全看護師が年間３回必ず参加

できるようにスケジュールを調整している。

ステップⅢ：「ひとりKYT記入用紙」を活用した

KYT（８月・11月）

①「看護する上で危険だと感じたこと」「結果的に

未然に防げたが，確認していなかったら危な

かったこと」を，１人１枚指定の用紙（以下，

ひとりKYT記入用紙）に記入する（写真２）。

②ひとりKYT記入用紙を共有スペース（休憩室）

に貼り出し，すべての手術室看護師が見えるよ

うにする。

③KYTを実践する際の原則として，「どんな些細な

ことでも書いた内容を否定しない」こととする。

写真１●グループワークの様子 写真２●ひとりKYT記入用紙
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麻酔科蘇生科
医員

黒江泰利
初期研修先の津山中
央病院で先輩に誘われ麻酔科の道に。
現在は，岡山大学病院で大学院生をし
ながら麻酔および集中治療に携わって
いる。小児先天性心疾患の周術期管理
を中心に従事。趣味は旅行と野球。座
右の銘は「そう思うからそう（なる）」

岡山大学病院

小児麻酔科　教授

岩﨑達雄

新連載

呼
吸

　本連載では，小児の麻酔について３回にわたりお話しする。連載第１回の

今回は「呼吸」をテーマにし，小児の解剖生理の特徴と，麻酔科から見る周

術期管理について取り上げる。

小児の呼吸器系の解剖生理
解剖学的特徴と問題点
　解剖学的特徴を図に示す。小児は気道の狭窄・閉塞を起こしやすい。以下

にその理由を挙げる。

①頭部，特に後頭部が大きく頸部が前屈気味になるので，仰臥位で気道が屈

曲しやすい。肩の下に枕を入れ頸部の屈曲を改善すると気道の開通を得や

すい。

②頸が短い。

③舌が相対的に大きく，入眠により舌根沈下しやすい。経口エアウェイが必

要になることも多い。

④アデノイドが肥大していることが多い（特に年長児）。

⑤唾液の分泌が多く，気管挿管時にはしばしば口腔内吸引が必要となる。

アトロピンの静注（0.01mg/kg，最大0.5mg）にて分泌を減らすことがで

きる。

⑥鼻腔が狭いため，経鼻胃管などで鼻腔が閉塞し呼吸が障害されやすい。新

生児ではより鼻呼吸優位のため，特に影響が出やすい。

⑦喉頭蓋は比較的長く，Ｕ字型をしている。また，背側に突出しているので

喉頭鏡の先端で持ち上げる必要があり，このため小児では直型の喉頭鏡の

使用が勧められている。

⑧気道の過敏性が高く，喉頭痙攣や気管支痙攣を起こしやすい。気道周囲の

支持組織も弱く，努力様呼吸時などに気道内の陰圧で気管などの狭窄が生

小児の呼吸器系の解剖生理

舌が大きい

唾液分泌が多い

顎が小さい

周囲の支持組織が
弱い

首が短い

腹部臓器にて
横隔膜の動きが
制限されやすい

頭部（特に後頭部）が
大きい

鼻腔が狭い

アデノイドの肥大

気道の過敏性が高い

声門下部（輪状軟骨部）
が狭い

気管が細い

胸郭のコンプライアンス
が高い

肺胞数が少ない
肺のコンプライアンスが
低い

図　小児の呼吸器系の解剖学的特徴
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じる。気管も細く，粘膜浮腫により容易に狭窄

し気道抵抗が上昇しやすい（表１）。

低酸素状態になりやすい
　小児は酸素の消費量と二酸化炭素の排出量が成

人の約２倍でありながら，無呼吸時の酸素供給減

である機能的残気量（普通に息を吐いた後に肺内

に残っている空気の量）が約３分の１しかない。

よって，無呼吸に対する耐性が低く，容易に低酸

素に陥る。

呼吸筋が疲労しやすい
　筋線維には，持久力があり疲労しにくいⅠ型と

瞬発力はあるが疲労しやすいⅡ型の２つのタイプ

がある。成人の横隔膜の筋線維は疲労しにくいⅠ

型線維が約55％であるのに対し，新生児のⅠ型

線維は30％と少ない（生後１年でほぼ成人レベ

ルに達する）。また，未熟児のⅠ型線維は10％未満

とさらに少なく，より呼吸筋疲労を来しやすい。

呼吸は横隔膜優位
　成人の肋骨は脊椎から胸骨に向けてかなり尾側

に傾いているが，新生児の肋骨は水平である。また，

肋間筋などの呼吸筋が未発達なため，成人よりも腹

式呼吸優位である。肺のコンプライアンスは低い

（膨らみにくい）一方で，胸郭のコンプライアンス

は高い（変形しやすい）いため，吸気努力が強いと

胸郭の内側への変形により陥没呼吸となりやすい。

術前の呼吸関連の評価
上気道炎の症状をチェック
　小児は風邪にかかる頻度が高い。その原因はウ

イルス性が約８割と言われ，さまざまな原因ウイ

ルスが存在するため繰り返し罹患する。上気道感

染症により気道の過敏性が亢進し，喉頭痙攣や気

管支痙攣，低酸素血症のリスクになる１，２）。その

ため，術前現在の上気道の症状の有無，直近の罹

患の有無を確認する必要がある。

　治癒から手術までにどれほどの期間をあけるべ

きか，どれほどの症状で延期すべきかについての

結論は出ていないが，症状改善後も６～８週間は

気道の過敏性亢進は継続していると言われ，特に

治癒後２週間以内までは上記の周術期有害事象の

発生率が有意に上昇する１）。また，膿性鼻汁や湿

性咳嗽，発熱といった症状がある場合やこれらの

症状の改善後は特に有害事象の発生が増加する１）。

流行期に予定されている手術の場合は延期期間を

長くとるとその間にまた新たなウイルスに感染し

たり，社会的な事情で延期が困難となったりする

可能性もあるが，症状改善後２週間は延期する，

膿性鼻汁，湿性咳嗽，発熱などの症状の場合は特

に注意するといった対応が必要である。

喘息患者は活動性をチェック
　小児喘息の有病率は日本人では８～20％と言わ

れており，増加傾向である。以下に小児喘息のあ

る患者への全身麻酔における注意点を示す。

①予定手術の時期が適切かどうかの判断が大変重

要である。進行中の上気道感染がある場合や１

カ月以内に最後の喘息発作があった場合は，気

道の過敏性が亢進していると推測されるので延

期すべきである。

②喘息の活動性を把握する。発作の頻度や過去に

喘息が原因で入院やICU入室，気管挿管された

既往があったか，また特にステロイドなどの内

服薬や吸入薬の有無，聴診所見などを確認す

る。内服薬は通常継続とし，吸入は入室前に１

術前の呼吸関連の評価
成人

直径10mmの気管に
１mmの全周性浮腫が
生じると

４２/５２倍（約65％）

５４/４４倍（約2.4倍）

直径４mmの気管に
１mmの全周性浮腫が
生じると

１２/２２倍（約25％）

２４/１４倍（約16倍）

新生児

浮腫

断面積の
変化

気道抵抗の
変化

表1　気管の浮腫による影響の違い
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新連載
宮坂道夫

新潟大学大学院　保健学研究科
看護学分野　教授

1965年長野県松本市生まれ。早稲田大学卒業。大阪大学で
医科学修士，東京大学で博士（医学）。専門は医療倫理，看護倫理，ナラティヴ・
アプローチなど。著書に『対話と承認のケア : ナラティヴが生み出す世界』（医学
書院），『医療倫理学の方法：原則・ナラティヴ・手順』（医学書院），『ハンセン
病―重監房の記録』（集英社），『We Shall Bear Witness：Life Narratives and 
Human Rights』（University of Wisconsin Press，共著），『Ethics of Environmental 
Health』（Routledge，共著）など。

　この連載の執筆依頼を受けた時に，少し意外な

感じを受けた。というのは，本誌が手術領域で働

く看護師が読んでいる雑誌だからである。

　医療従事者にとって，「ナラティヴ」というの

は患者の「話」とか「物語」というようなもので，

手術領域とは縁遠いものだというイメージが強い

のではないだろうか。実際に，臨床場面でナラ

ティヴの考え方を応用した実践が行われてきたの

は，急性疾患よりは慢性疾患の医療ケアであるこ

とは確かだし，「身体の病い」よりは「心の病い」

を持つ人たちを対象として，さまざまな手法が考

案されてきた。しかし，「ナラティヴ・ベイスト・

メディスン」という言葉が象徴しているように，

ナラティヴは医療ケア全般の基盤となる考え方で

あり，特定の領域のみの実践ではない。そう考え

れば，本誌の読者がナラティヴに関心を持つこと

は，最近のこうした潮流を反映しているのかもし

れない。

　この連載では，手術領域を含めて，医療のさま

ざまな領域で働く人たちに有用な手がかりを与え

てくれるものとしてのナラティヴについて述べて

いきたい。

「ナラティヴ」とは

　最初に，「ナラティヴ」という言葉を定義して

おく必要がある。しかし，これが実際には簡単で

はない。ナラティヴという言葉にはいくつかの異

なる意味があり，しかも似たような言葉（ストー

リー，物語，語りなど）がいくつもある。これに

ついては，最近刊行した書籍１）で詳しく論じたの

で，そちらをご覧いただきたいが，ここではナラ

ティヴを「個人や集団が，あることについての意

味を見いだそうとしてつくり，他者に対して伝え

ようとするもの」と定義しておこう。ここには，

いくつかの注意すべき要素が込められている。

個人のナラティヴ，集団のナラティヴ
　まず，「個人や集団が」としたのは，ナラティ

ヴをつくり出すのは一人の人間とは限らず，集団

のこともあるからである。前者を個人のナラティ

ヴ，後者を集団のナラティヴと呼ぶ。

　例として，ある病院の外科病棟に勤務する看護

師のケースで考えてみよう。一人の看護師が，職

場で起こった出来事を誰かに話す。これは，一人

の看護師が語る，個人のナラティヴである。この

時，看護師は，その出来事に何らかの「意味」を

見いだしているはずである。例えば，「よい出来

事だった」「嫌な出来事だった」「看護師という仕

事の重さを考えさせられた出来事だった」という

ように，その出来事に自分なりの意味を見いだそ

うという心の動きがあるはずである。

ナラティヴとは何か？
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