
看護師が器械出しを実践し，
技術を高めていく意味を 
改めて考えよう

　リスクの高い高齢者の手術の増加や，手術器

械・機器などの性能の高度化に伴い，ロボット

支援手術やハイブリット手術などの低侵襲手術

が普及し，手術を取り巻く環境は急激に変化し

つつある。近年，腹腔鏡手術が増加傾向にある

が，それでもなお，消化器外科の器械出しの基

本は開腹手術であろう。これは，把持鉗子や剝

離鉗子であるコッヘルやケリーなどの鋼製小物

を術者に渡す際の技術は開腹手術，腹腔鏡手術

ともに共通していること，また腹腔鏡手術から

緊急で開腹手術へコンバートする場合，開腹手

術での器械捌きが必要不可欠となることに依拠

する。

　手術室看護師が業務として主に担う器械出し

看護は，術野・器械の清潔を厳守し，限られた

動線の中で行い，安全な手術進行に寄与するも

のである。しかし，器械出し看護師は，医師か

ら指示された器械を単に手渡ししているだけで

は不十分である。そこには，解剖生理や病態生

理，術式，薬剤などの医学的知識をはじめ，手

術器械や医療材料などの多くの専門的知識・技

術を根底とした対応が求められる。また，術野

やモニター，医師の会話などから使用する器械

を予測・準備しなければならない。つまり，器

械出し看護師の技量が手術進行を左右すると

言っても過言ではない。このため，私たちは常

に技術を磨き，知識を深める必要がある。

新型コロナウイルスへの 
対応を想定しながら今後の
器械出しを見据えていく

　2020年３月11日に，WHOにより新型コロ

ナウイルス感染症のパンデミックが宣言され

た。私たちが手術でエネルギーデバイスを使用

した際には，煙（サージカルスモーク）が発生

する。サージカルスモークには，細菌・ウイル

スなどさまざまな粒子が含まれ，肺の末梢まで

吸引曝露する可能性がある。このような状況の

中で，多くの症例でエネルギーデバイスを使用

しているのである。

　日本手術医学会の「手術医療の実践ガイドラ

イン（改訂第三版）」では，排煙装置の使用が

看護師が器械出し手技を学習し，向上させる意義

手術場面ごとにみる
手技のディテール

佐々木光隆　済生会滋賀県病院　中央手術室　係長／手術看護認定看護師
済生会滋賀県病院中央手術室に勤務。ライセンスは日本救急医学会ICLSインストラクター，手術看護実践指導看護師，手術
看護認定看護師。院内活動は手術室，他部署の教育・調整。院外活動は他施設からの相談対応，講師，執筆活動。
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　皮膚切開は，手術開始直後の手技である。

術者や看護師はこれから始まる手術について

予測を立てて準備し，緊張が高まっている。

手術はリズムよく進行することが重要であ

り，手術開始時に準備が不足していると，リ

ズムの乱れや手術時間の延長につながってし

まう。手術室看護師は，術者のパフォーマン

スを最大限に引き出すためにも，そうした不

足によって手術の進行が滞らないように努め

なければならない。もし，手術手順や縫合糸

その他の準備について不安を感じたなら，消

毒や切開が始まる前に積極的に術者とコミュ

ニケーションを図り，確認を済ませておくこ

とが望ましい。

切開・開腹前の準備
◦皮膚切開部位の体毛処理
　皮膚切開部位の体毛は手術の妨げになって

しまうため，術者の指示に応じて除去する必

要がある。除毛は，手術部位感染（surgical 

site infection：SSI）予防の観点から，電動

クリッパーを用いて手術開始前に行う。

ポイント

　体表面に粘着テープを貼付し，体毛を軽く

つり上げながら除毛すると，除去した体毛が

粘着テープに付着するため，体毛の飛散防止

に有効である。

◦皮膚消毒に伴う合併症の予防
　皮膚切開を行う前には，SSIを予防するため

消毒を行う（当院での皮膚消毒は主に10％

ポビドンヨードを使用）。術式によって皮膚

の消毒範囲は異なるが，腹部の手術であれば，

乳頭から恥骨まで広範囲に消毒する。その

際，消毒液が背部に垂れ込み液だまりができ

ると，液体が皮膚に長時間接触することで化

学熱傷を起こしたり，色素沈着が生じたりす

る危険性がある。また，背部の皮膚が湿潤す

ることで褥瘡発生の要因となってしまう。そ

のため，消毒部位以外の消毒液を除去，もし

くは垂れ込みを防止することが必要である。

ポイント

　当院では，防水シーツに防水テープを貼っ

たものを側腹部に貼付し，消毒液の垂れ込み

を防止している（写真１）。

切開・開腹操作における 
基本・注意ポイント
◦腹壁の切開
　皮膚は表皮，真皮，皮下組織からなり，皮下

組織の脂肪層は皮下脂肪層と浅筋膜に分かれ

る。その下に腹直筋などの筋層があり，筋層は

【開腹手術編】

皮膚切開

大崎市民病院　手術室 
手術看護認定看護師

今野雄介
2006年山形厚生看護学校卒業後，大崎市民病院へ入職。救急病
棟勤務を経験し，2008年に手術室へ配属。福井大学看護キャリ
アアップセンター手術看護認定看護師教育課程を修了し，2016年
手術看護認定看護師資格を取得，現在に至る。

防水シーツに防水テープを貼ったもので
背部への消毒液の垂れ込みを防止

写真１ ● 消毒液の垂れ込みの防止
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筋鞘に包まれている。腹直筋は正中

で腹直筋鞘が癒合して白線を形成し

ており，腹部正中切開は白線に沿っ

て行われる。筋層の下には腹膜があ

り，腹腔を覆っている。腹腔内の手

術はこれらの組織を切離し，腹腔内

に到達することで施行される（図１）。

◦手術部位別の切開方法
　切開部位は，目的となる臓器や術

式よって選択される。臓器ごとの切開部位を挙

げると，胃や十二指腸に対しては剣状突起から

臍部付近までの上腹部正中切開，小腸や結腸に

対しては臍上部から下腹部までの腹部正中切

開，Ｓ状結腸や直腸に対しては臍部から恥骨付

近までの下腹部正中切開がある。虫垂切除の際

は交差切開法や傍腹直筋切開などが選択され，

鼠径ヘルニアでは鼠径部切開法が選択される。

肝胆膵の手術では術式によりさまざまあるが，逆

Ｌ字切開，逆Ｔ字切開などが選択される（図２）。

　また，過去に手術歴がある場合は，腹腔内の

癒着の程度を想定し，十分な術野が確保できる

切開が必要になる。

上腹部正中切開
〈切開・開創に必要な物品〉

　切開・開創に必要な物品は次のとおりである。

・メス円刃（No.21）

・有鈎鑷子

・電気メス（モノポーラ）

・電気メス用チップクリーナー

・筋鈎

・把持鉗子（以下，コッヘル）

・ゴッセ開腹鈎（以下，開創器）

・ケント式牽引開創器

・ケント式牽引開創器用の保護ガーゼ

・鋼線入りガーゼ

　その他，上腹部正中切開では剣状突起切除の

可能性があるため，手術室内にリウエル骨鉗

子，骨ヤスリを準備しておく。

〈切開・開創操作におけるポイント〉

①皮膚切開

　表皮は人体の中でも硬く丈夫な組織であるた

め，メスや電気メスの純切開モードにより皮膚

切開が行われる。術者のメスの持ち方には，バ

イオリン弓把持法，テーブルナイフ把持法，ペ

ン軸把持法などがあり，直接渡す場合はハンドシ

グナルを見極めて器械を安全に渡す必要がある。

　ハンドシグナルは，器械の種類や使用方法に

よって異なる（写真２）。バイオリン弓把持法，

テーブルナイフ把持法では，手掌を下に向け，

母指と示指でつまむ形となる。ペン軸把持法

は，母指と示指を開く形であり，メスはその間

に置くように渡す。

　切開時は，皮膚が緩まないように術者や助手

が皮膚を牽引し，切開部に緊張を与えた状態で，

真皮全層が切れない程度に切開する（写真３）。

ポイント

　器械出し看護師と術者がメスなど鋭利な器材

を直接受け渡しすると，けがや事故につながる

恐れがあるため，ニュートラルゾーンを用いる

ことで，それを回避することができる（写真４）。

メス回収後は，メスホルダーなどを用いて安全

に収納し，医療者の事故防止に努める。

②真皮・皮下組織の切開

　表皮切開後は，術者と助手が有鈎鑷子で左右

の皮膚を牽引しながら，電気メスにより真皮，

皮下組織を切開する。この時，表皮に通電する

と熱傷になり，創傷治癒の遅れやSSIの原因に

腹腔内 腹膜前脂肪織

皮膚白線

皮下組織
（皮下脂肪層）

腹直筋鞘前葉

腹直筋

腹直筋鞘後葉
腹膜

図１ ● 腹壁の解剖
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鑷子や電気メスのハンドシグナル

止血鉗子や剪刀のハンドシグナル

指で把持する鑷子や電気メスなどは母指と示指を開き，止血鉗子や剪刀などは手掌を開く形となる。器械出
し看護師が次の器械を予測する際，術野を観察し，ハンドシグナルを把握することで，より正確で素早い器
械出しが可能となる。

器械出し看護師の視点

器械出し看護師の視点

写真２ ● ハンドシグナルのポイント
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　腹腔鏡手術は，1987年にフランスのMouret

医師による胆嚢摘出術を皮切りに，日本では

1990年に帝京大学医学部附属溝口病院の山

川医師による胆嚢摘出術が実施され，2021

年で30年が経過した。現在は消化器外科領

域をはじめ，既存の開腹手術に置き換わり，

低侵襲の標準的術式として定着し，発展して

きている。また，2000年には国内でロボッ

ト支援手術（Robotic assisted surgery）が

導入され，より緻密で確実かつ安全な手技が

可能となり，急速な普及と適応手術の拡大が

進んできた。さらに，近年においては，ICT

（information and communication tech

nology）を駆使した遠隔手術（Remote sur

gery）についても実証実験が進められ，近い

将来，臨床での実施が期待される。

　鏡視下手術の低侵襲化や急速な発展に伴い，

手術に使用する器械・材料についても多種多

様化しており，術者だけではなく手術チームの

一員である手術室看護師も適切な使用法と管理

についての理解が必要となる。また，術中は術

者と共に腹腔鏡モニターを介して，手術進行や

手術操作など術野の情報を把握し，「指示され

た器械を渡す」だけにとどまらず，円滑かつ安

全な手術進行のために「術者と器械出し看護師

とで先立って手術をつくる」ことが，器械出し

看護師に求められる。現在，医師から看護師，

看護師から多職種へとタスクシフティングが進

む中，国外では手術の器械出しを職業とする

Surgical tech nol ogistも存在している。日本で

は制度化された資格はないが，今後多職種への

タスクシフティングが進む可能性も考えられる。

　本特集の腹腔鏡手術編では，腹腔鏡手術に

おける器械出し看護師に必要な知識と技術に

ついて，手術看護師が器械出しを行う意義な

ども踏まえながら，より具体的な場面ごとに

焦点を当てて解説していく。

腹腔鏡手術手技を学ぶに当たって

愛知医科大学病院　手術室 
看護主任／手術看護認定看護師 
愛知医科大学　看護学部　臨床講師

疋田和行
2006年看護師免許取得。一般病院での病棟勤務を経て2008年愛知
医科大学病院入職，手術室へ配属。2014年手術看護認定看護師資格
取得。周術期管理チーム看護師資格取得。手術患者に継続した周術
期看護の提供を目指し，実践や教育，他部署との連携を図っている。

皮膚切開
　腹腔鏡手術における皮膚切開は，開腹手術

と比較し切開創が小さく，患者への侵襲は少

ない。しかし，術者にとって腹腔鏡操作に不

可欠な腹腔鏡カメラ・気腹チューブを挿入す

るためのファーストポートを作成する時の視

野は狭く，確実な展開操作が求められる。ま

た，ポート挿入に際し適切な皮膚切開がされ

ないと，腹腔鏡挿入から術中，術後にかけて

多大な合併症を引き起こす可能性がある。

　本稿では，腹腔へのアプローチとして，現

在でも広く実施されているオープン法（３～４

ないしは５～６ポート）において，皮膚切開

からポート作成までの流れの中で器械出し

看護師が気をつけるべきポイントを解説する。

◦皮膚切開前の準備
　ファーストポート作成のための皮膚切開か

らポート挿入までの時間は，数分と短時間で

【腹腔鏡手術編】

皮膚切開・ポート挿入
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実施される。開腹手術と異なり，十数mmほど

の切開となるため，展開する際の視野は狭く，

術者は目を離すことができない。また，この時

は助手からも同時に必要器械を指示されること

もあり，その間の器械出しは非常に慌ただし

い。しかし，使用する器械やデバイス，針糸は

術者や術式ごとに決められていることが多い。

ニュートラルゾーンなどメス刃などの鋭利材料

の配置を確保した上で，あらかじめ皮膚切開か

らポート挿入までに必要な器械を準備するとよ

い（写真１）。

◦ファーストポートの作成
切開部（臍部）の把持
　臍部をコッヘル鉗子にて約15mmの間隔で把

持し上方に挙上する。

ポイント

　皮膚把持時にポビドンヨードによる臍処置を

行う。これは定常化された操作であるため，

コッヘル鉗子と共にポビドンヨード付きガーゼ

も準備しておく（写真２）。

皮膚切開
　メス15番にて，把持，挙上された臍部の皮膚

に，ファーストポートとなるVersaOne12mmよ

りもやや大きい約16mmの切開を加える。皮膚

切開が小さすぎると，ポートの挿入困難や再挿

入操作の繰り返しによる筋膜損傷，ポート挿入

時に腹壁がテント状となることによる臓器損

傷，術後合併症の一つであるポートサイトヘル

ニアの要因ともなる。逆に，皮膚切開が大きすぎ

る場合は，術中にポートが抜去したり，ポートの

スレッド部分より深く腹腔内に入りすぎてしまっ

たりして手術操作の妨げになる可能性がある。

　皮膚切開後は，切開部の止血のため，術者へ

電気メスと有鈎鑷子を，助手へ有鈎鑷子とガー

ゼを渡す。止血確認後は速やかに皮下脂肪展開

に移るため，術者から指示がある前に筋鈎を手

に持ち，術者が術野から目を離さず操作を進め

られるようにする。

ポイント

　メス刃を術者に渡した後はメスから目を離さ

ず，皮膚切開後ニュートラルゾーンへの返却を

確認する。皮膚切開の場面では術者と器械出し

看護師の手が交錯し，使用後のメス刃・縫合針

による針刺し・切創の可能性がある。そのた

め，テンポのよい器械出しと共に，ニュートラ

ルゾーンを生かした安全管理も遵守する。

皮下脂肪剝離
　コッヘル鉗子で皮膚を挙上しつつ，筋鈎・電

気メスにて脂肪組織を剝離し，腹直筋の筋膜を

露出させる。

鋭利材料を置くスペースを確保しておく

写真１ ● 当手術室での皮膚切開前の準備 写真２ ● 臍処置用コッヘルガーゼ
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させることである。気体は不燃性であり，体

内に残留しても吸収される二酸化炭素（CO２）

が用いられる。本稿では，器械出し看護師と

して押さえておきたい気腹による身体への影

響・合併症から気腹場面における注意点，器

械出し看護師の役割までを具体的に述べる。

気腹操作における 
身体的影響

　CO２を用いた気腹は，人体にさまざまな影

響を及ぼす。器械出し看護師は，その影響や

合併症を念頭に置いて対応することが求めら

れる。

◦呼吸器系の影響
・腹腔内圧の上昇により気道内圧が上昇する

・腹腔内圧が上昇して換気が抑制され，末梢

肺胞が虚脱することで無気肺となり，低酸

素血症が生じることがある

・CO２が腹膜から吸収され，高二酸化炭素血

症となることがある

◦循環器系の影響（血圧の上昇と低下）
血圧上昇の要因
・気腹による腹膜への刺激

・高二酸化炭素血症による交感神経の刺激

・心拍出量が低下した際の圧受容体反射に伴

うカテコラミンの分泌による血管収縮作用

・腹腔内臓器の血管抵抗の増加

血圧低下の要因
・CO２による血管拡張作用

・腹腔内圧上昇による下肢静脈のうっ滞，静

脈抵抗の増加，静脈還流の減少

合併症
・皮下気腫

・気管支挿管（片肺挿管）

・気胸

・空気塞栓（ガス塞栓）

　また，その他の影響として，肩の痛みがあ

る。これは，CO２により横隔膜神経が刺激さ

れることと，気腹により横隔膜が伸展される

ことで，肩への放散痛が生じるためである。

気腹に必要な 
器械・物品と準備

◦医療用CO２ボンベ， 
医療ガス配管の接続

　気腹装置をCO２ボンベもしくは中央配管と

接続して送気する。CO２ボンベ，中央配管の

いずれを接続する場合でも，予備のボンベを

準備して手術を行わなければならない。

◦気腹・吸引チューブのセッティング
　器械準備時は，気腹チューブ，吸引チュー

ブに亀裂や破損がないかの確認が重要であ

る。ドレーピング後，気腹チューブ，気腹装

置用吸引チューブをセッティングするが，両

チューブともルアーロックコネクター側が清

潔野側にくるようにセッティングする。

　また，気腹チューブは気腹装置と患者の間

でたるむようセットする（写真１）。気腹

チューブに血液や体液などが流入した際に，

チューブのたるみにより気腹装置への流入を

少しでも防ぐことができるのと共に，ベッド

ローテーションによるチューブのテンション

を考慮して余裕を持たせて接続しておく。

【腹腔鏡手術編】

気腹

名鉄病院　中央手術部 
手術看護認定看護師

丹羽睦子
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に配属。兵庫医科大学医療人育成研修センターにて手術看護認
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