
チーム医療・多職種協働，術後
疼痛管理，PNS，教育体制，手順
書の実際などについて，各施設の
取り組みを紹介します。

特集

気になる！ 知りたい！ 
手術室管理・運営，
看護体制のモードと教育の実際

医療法人財団康生会　武田病院

　当院は京都駅前にあり，1970年の開設以来，

病院理念である「思いやりの心」を基本に救急

救命医療に力を注ぎ，24時間体制で急性期医

療を提供している。また，18診療科と30特殊

診療科目を有し，地域を支える地域医療支援病

院としての役割も担っている。

　当院の手術室は４室あり，常勤麻酔科医２人

と非常勤麻酔科医２人，手術室看護師21人（う

ち特定行為看護師１人）が在籍している。当院

手術室の特徴として，24時間体制で手術を行

うだけでなく，24時間体制で内視鏡室業務と

カテーテル室業務も担っている。

　2020年度の手術実績は，心臓血管外科，脳

神経外科，外科，整形外科，泌尿器，眼科など

の手術件数が1,829件で，うち緊急手術は265

件であった。

多職種協働・連携に 
取り組んだ経緯
　現在，「チーム医療」が重要なキーワードと

認識されている中，2010年度厚生労働省「チー

ム医療の推進に関する検討会」は，チーム医療

を「多様な医療スタッフが，各々の高い専門性

を前提に，目的と情報を共有し，業務を分担し

つつも互いに連携・補完し合い，患者の状況に

的確に対応した医療を提供すること」と定義し

ている１）。当院においても，安全かつ効果的・

効率的な医療提供ができるよう，周術期チーム

運営会を中心として多職種が連携し，協働に取

り組んでいる。

　当院で手術を受ける患者の平均年齢は67歳

チーム医療・多職種連携はどうしていますか？
周術期看護における 
多職種協働・連携の取り組み

武田病院入職後，外科病棟，整形外科病棟，消化器内科
病棟での経験を経て，2018年４月より病棟師長。2020
年４月より現職。

京都府立医科大学医学部看護学科卒業。小児循環器病
棟勤務後，2011年より武田病院手術室入職。2018年周
術期管理チーム認定看護師資格取得，2021年特定行為
研修修了。継続的・包括的な周術期看護を目指し，臨床
看護実践能力向上のため，2022年手術看護認定看護師
教育課程受講予定。

手術室　看護師長　前田ひろ美

看護副主任　大亀亜里紗

手術室看護師
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で，75歳以上の高齢者が42％を占め，この割

合は年々高くなっており，基礎疾患を持つハイ

リスク患者も増加している。地域包括ケアシス

テムの構築が進められる中，手術室看護師とし

て十分な術前の準備，手術に対する不安の軽

減，早期回復への支援に介入し，高齢者が手術

後合併症を発症することなく地域で入院前の生

活に戻ることができるよう，術前から多職種で

連携してチームで医療を提供することが重要な

のは明白であった。こうしたことを踏まえ，次

に挙げる項目を中心に多職種での連携・協働を

開始した。

・チームカンファレンスの開催

・麻酔科医との連携

・患者サポートセンターとの連携

・外科系病棟との連携

・薬剤師との連携

多職種協働・連携の具体的な
取り組み
チームカンファレンスの開催
　チームカンファレンスには，周術期チームに

よるものと各診療科チームによるものの２種類

がある。

　周術期チームカンファレンスは，麻酔科医，

集中治療室看護管理責任医師，集中治療室看護

師，手術室看護師が参加し，週に１回開催して

いる。カンファレンスでは，まず翌週の全身麻

酔下手術を受ける患者をリストアップし（資料

１），カルテからその患者の検査データや既往

歴を確認した上で，術後予測される合併症の発

生についてアセスメントする。主治医，担当看

護師が確認した後，これらを基に看護計画の立

案や術前オリエンテーション，インフォームド

コンセントを実施している。また，術後の患者

管理を集中治療室で行うのか，ハイケアユニッ

トや一般病棟で行うのかなど，適切な病床運用

についても検討している。

　各診療科チームによる術前カンファレンスも

週１回開催している。診療科は整形外科，心臓

血管外科，脳神経外科，消化器外科で，それぞ

れの診療科医師数人と手術室看護師で行ってい

る。目的としては，患者の既往歴，検査データ

などの情報を共有してリスク評価を行い，手術

を安全かつ速やかに進行させ，患者の負担が最

小限になることを目指す。また，予定術式や手

周術期チームカンファレンス
　　時　　分～　　時　　分

参加者
医師　　　　　看護師　　　　　その他の職種

リストアップ
１．年齢75歳以上（２時間未満の手術は除く）
２．手術内容：当院の定める大手術に該当
３．手術予定時間：４時間以上
４．当院で初めての手術もしくは間隔が１年以上経過して
いる

リストアップで該当する項目
□１．　□２．　□３．　□４．に該当　○有
リストアップ該当者にはチームカンファレンスを実施する
こと

チームカンファレンス
SIRSである場合
１．体温38.0℃以上または36.0℃以下
２．脈拍数＝90bpm以上
３．呼吸数＝20回/分以上またはPaCO２＝32mmHg以下
４．白血球12,000/μL以上または4,000/μL以下あるいは

未熟顆粒球10％以上
上記　□１．　□２．　□３．　□４．に該当　□有　□無
循環器疾患の既往
１．大血管系疾患　　　２．心臓・大血管の手術
３．狭心症・心筋梗塞　４．心臓弁膜症
５．心不全　　　　　　６．肺血栓塞栓症
７．深部静脈血栓症　　８．未治療高血圧
上記　□１．　□２．　□３．　□４．　□５．　□６．
　　　□７．　□８．に該当　□有　□無
その他の因子
１．重篤なアレルギーの既往
２．神経筋疾患（MS，ALSなど）
３．著しい腎機能低下
　　※クレアチニン3.0以上もしくは維持透析療法中
４．術前検査で高度貧血や凝固異常
　　貧血データ確認
　　□血色素（Hb）＝８mg/dL以下
　　□血小板（Plt）＝５万/μL以下
　　□PT（INR）＝2.0秒以上
　　□APTT＝80秒以上
　　上記　□項目に該当　□有　□無
　　薬歴情報確認

資料１● 全身麻酔下手術を受ける患者の
　　　リストアップ時に使用するテンプレート
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気になる！ 知りたい！ 手術室管理・運営，看護体制のモードと教育の実際特集

APS導入・立ち上げまでの経緯
　術後回診チーム（Acute Pain Service：以下，

APS）導入前，硬膜外麻酔をはじめとする区域

麻酔の術後管理は，病棟の担当看護師が観察

し，主治医の指示で行われていた。しかしなが

ら，区域麻酔による疼痛管理に難渋するケース

が続き，硬膜外麻酔後の膿瘍や，偶然に血腫形

成が確認された症例（結果的に神経症状などの

重篤な問題はなかった）などもあり，麻酔科と

して専属で対応できる体制が望ましいと判断さ

れた。こうして，術後疼痛管理の質の向上と麻

酔合併症の早期発見・早期治療を目指してAPS

を立ち上げた。

APSの実際
APSのメンバー構成
　APSのメンバーは麻酔科医１人，周麻酔期看護

師１人で，主に術後１日目の患者を対象に回診を

行っている。周麻酔期看護師１）（PeriAnesthesia 

Nurse：以下，PAN）とは，大学院修士課程を

修了した麻酔を専門とする看護師であり，麻酔

科の関与する手術室外を含めた幅広い麻酔科医

療業務を看護師として補助することで，患者の安

全安心と医療の質を高める役割を担っている２）。

　現在，当院には８人のPANが在籍しており，

日替わりでAPSの担当をしている。APS回診は

毎日行っており，１日の回診対象者数は30人

ほどである。定時手術の翌日の火曜日から土曜

日にかけて対象患者が多くなり，日曜日と月曜

日は主に緊急手術後の患者を対象としている。

また，術後１日目の患者だけでなく，硬膜外麻

酔や持続神経ブロックを使用している患者は，

カテーテル抜去の翌日まで回診しており，硬膜

外麻酔の管理は１週間で６～10人程度である。

１日のタイムスケジュールを表１に示す。

患者サマリーの作成
　当日の回診に当たり，まずは患者のサマリー

を作成する。カルテで患者の氏名や術式などを

確認すると，時間がかかり効率が悪くなる。こ

ういった作業を省略するために，当院では術後

１日目の患者の情報が電子カルテから自動的に

抽出され，Excelファイル形式のリストとなっ

て，毎朝麻酔科にメールで届く仕組みになって

いる。この仕組みは，当院の情報システム部門

のスタッフと協力して構築した。

　リストには表２に示すような内容が記載され

ており，そのほかに要点を追記する欄も設けら

れているため大変有用である。PANはリストに

術後の管理について知りたいです！
術後回診チーム 

（APS：Acute Pain 
Service）の取り組み

滋賀県立総合病院の手術室と救急特殊病棟での勤務を経て，2015年
聖路加国際大学大学院へ進学。2017年修士課程を修了し，聖路加国
際病院の麻酔科に所属。周麻酔期看護師として術前外来，手術麻酔，
術後回診などの麻酔業務に従事している。

聖路加国際病院　麻酔科 

周麻酔期看護師　福井陽子

病院・手術室の概要（2021年11月時点）
病床数：520床
診療科（外科系）：心臓血管外科，消化器外科，泌尿器科，耳鼻
咽喉科，産科，婦人科，呼吸器外科，小児外科，乳腺外科，形
成外科，整形外科，皮膚科，眼科，歯科口腔外科，脳神経外科，
神経血管内治療科

手術室数：15部屋（必要時，消化器内視鏡室，放射線治療室，
MRI検査室などに出張麻酔あり）

スタッフ数：麻酔科医師数23人，周麻酔期看護師８人
取り組み年数：６年目，2016年度に麻酔科による術後疼痛管理
を目的にAPSが発足

APSに関連した活動：術後疼痛に対する院内標準対応策制定へ
の取り組み，病棟看護師への定期的な勉強会の開催（硬膜外
麻酔の管理に関する講義）
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沿って，システムからは抽出できない麻酔方

法，手術中に生じた問題の有無，術後の経過状

況，痛みの有無や程度，鎮痛薬の使用の状況，

PONV（Postoperative nausea and vomiting）

の有無，制吐薬の使用の有無，バイタルサイン

などの情報をカルテより集めてサマリーを完成

させる。回診前に情報をリストに集約すること

で，問題が生じている患者に焦点を当てた回診

が可能となる。また，事前の情報収集をPANが

担うことで，麻酔科医はその時間を別の業務に

充てることができ，手術室の生産性の向上にも

つながる。

　術後２日目以降の患者であっても，硬膜外麻

酔や持続神経ブロックによる疼痛管理中で引き

続きフォローが必要な患者については，同様に

Excelファイル形式でメールが配信される。硬

膜外麻酔中の患者では，バイタルサインや痛み

の程度，薬剤の使用量，患者管理鎮痛用ポンプ

（Patient Controlled Anesthesia： 以 下，PCA）

の設定・使用状況などを確認し，効果的な鎮痛

ができているか，合併症の徴候がないかを確認

する。回診前には麻酔科医と患者の情報を共有

し，回診の優先順位について申し合わせる。

回診に必要な物品の準備
　回診に必要な物品の準備もPANが行う。硬膜

外麻酔の管理には，カテーテルの位置の調整，

ドレッシング材の貼り替えなどの処置が必要に

なることも少なくない。そのため，電子カルテ

搭載のパソコン（手術時の麻酔記録や処置記録

をその場で確認可能）や硬膜外麻酔の処置のた

めに必要な物品（ドレッシング材，消毒綿棒，

滅菌手袋など）を集めた移動用カートを使用

し，回診を行っている（写真１，２）。

回診
　回診の際には，カルテから得た情報と実際の

状態に乖離がないか確認し，表３に示す観察項

目について直接聴取する。術後の痛みの評価だ

けでなく，麻酔により起こり得る合併症の有無

を把握し，私たちが行った周術期管理の妥当性

を評価する。

　離床が進まない不十分な疼痛管理，神経ブ

ロック後の感覚異常の遷延，歯牙損傷など何ら

かの問題が生じている場合は，必要に応じて病

棟の担当看護師や担当医師と相談し，麻酔科か

ら対策を提案することや実際に介入することも

ある。一方で，麻酔科から提案するだけでなく，

麻酔科医
作業内容

PAN
時間

７：45～
８：45～
９：30～

13：00～

APS以外の麻酔業務

APS回診

APS以外の麻酔業務

APS以外の業務（当日の術前麻酔科外来患者の対応など）
カルテより回診患者の情報収集
APS回診（問題があり介入が必要な患者→当日退院予定の患者→カル
テ上問題のない患者の順に回診する）
再度フォローが必要な患者の回診，病棟看護師や医師から麻酔科の回
診依頼を受けた患者の回診，APS以外の業務（術前麻酔科外来の患者）

表１● APSタイムスケジュールの１例

表２● 患者リストのイメージ ※実際とは異なる
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気になる！ 知りたい！ 手術室管理・運営，看護体制のモードと教育の実際特集

PNS導入の経緯
　2015年，当院看護部の看護師数は502人であ

り，経験年数１年目から３年目までのスタッフ

が３分の２を占め，残り３分の１は10年目以上

のスタッフが占めていた。2023年に新棟を設

立する計画があり，それに伴い経験年数の少な

い看護師が安心して働くことができるように，

看護部としてPNS（パートナーシップ・ナーシ

ング・システム）®を導入することとなった。

　手術室では，もともと器械出し看護師と外回

り看護師がペアで１人の患者を担当しているた

め，PNSの導入に対して大きな不安は感じてい

なかった。しかし，主に病棟を中心に学習会や

話し合いが設けられたことから，院内で手術室

や外来のPNSに関する情報を共有する機会は少

なかった。そのため，手術室でPNSを導入する

にはどのように進めていけばよいのかを手術室

管理者で話し合い，試しながら導入していった。

PNS導入に当たっての取り組み
スタッフ間のコミュニケーションの円滑化
　まず，手術室でPNSを導入するには，スタッ

フ間のコミュニケーションを円滑にすることが

大事であると考えた。そのため，術前カンファ

レンスを取り入れて意図的にコミュニケーショ

ンを図る機会をつくった。加えて，管理者と業

務リーダーが一緒に１日２回ラウンドすること

とした。初年度から実施してきたこの術前カン

ファレンスと管理者とのラウンドは定着し，現

在も行われている。

パートナーシップ・マインドの育成
　手術室では大きな混乱はなかったものの，

PNSを導入して何が変わるのかという発言もあっ

た。そこで，PNSの導入に当たり，管理者が主

導してパートナーシップ・マインド（以下，マイ

ンド）を育成・浸透させていくことを期待した。

マインドとは，他者に依存するのではなく，一

人のプロフェッショナルとして自らの頭で考え，

自らを助ける心の持ちようであるとされ，パー

トナーシップの３つの心として「自立・自助の

心」「与える心」「複眼の心」が挙げられている。

　スタッフはマインドという言葉の意味を知っ

ていても，自分の行動のどの部分がマインドの

ある行動なのかが理解できていないのではない

かと感じていた。そこで，マインドワークシー

ト（資料１）を作成し，それを用いた教授案（資

料２）を立案した。グループでワークを行い，

状況を設定して，マインドを意識して行動する

ならどのような声かけや対応をするとよいのか

を記述してもらった。

　その結果，ほとんどのスタッフがマインドの

ある行動を記載できていた。しかし，実際の業

務となると，相手を思いやる行動がとれていな

い場面も見られていた。「頭では理解していて

も行動につながらないのはなぜか？」「マイン

ドワークの効果はないのか？」などを管理者で

話し合い，試行錯誤した。その中で転機となっ

たのが，2020年に行われたPNS監査であった。

手術室でのPNSについて 
教えてください！
手術室における 
PNSの導入・運用

2001年神奈川県立衛生短期大学衛生看護科卒業，同年海老名総合病院入
職。2016年より現職。2019年認定看護管理者セカンドレベル修了。

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 

海老名総合病院 

手術室　看護科長　舩山絵利子
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気になる！ 知りたい！ 手術室管理・運営，看護体制のモードと教育の実際特集

　当院は，1,153床を有する大学病院である。

手術部には，中央手術室16室，外来手術室４

室，ハイブリッド手術室１室の合計21室があ

り，ハイブリッド手術室は2015年２月に開設

した。スタッフは現在看護師77人（うち師長

１人，副師長１人，主任１人，副主任５人，主

任補佐２人）で構成されており，手術部所属の

看護師が周術期管理センターも含めたそれぞれ

の部署で業務を行っている。2020年度の手術

件数は11,230件であり，１日平均50件を超え

る。外科系診療科と内科系侵襲的治療を合わ

せ，計25の診療科が手術を実施している。

ハイブリッド手術室の実際
稼働状況
　ハイブリッド手術室における手術件数は，

2019年度409件，2020年度418件，2021年度

（４月～８月）205件である。原則として，月～

金曜日の日勤帯に稼働している。診療科の手術

枠は，表１のとおりである。

適応手術
　ハイブリッド手術室で施行される手術では，

カテーテルを用いた血管内治療と外科手術を融

合して行える。当院のハイブリッド手術室の特

徴として，侵襲の低いカテーテル治療を局所麻

酔で多く行っている。当院で施行している主な

術式を表２に示す。

環境
　ハイブリッド手術室には，シースを挿入する

部位を決定するための「経皮エコー」，血管内

腔を観察するための「血管内エコー」，心臓手

術時に用いる「経食道心エコー」など，超音波

装置だけでも複数ある。ほかにもカテーテルと

接続して心電図を解析する装置，治療を行う装

置，また急変時を想定し人工心肺下手術を行え

るよう補助循環装置などが備えられている（写

真１）。人工心肺装置などのME機器は臨床工学

技士と共に，透視装置や造影剤注入器は診療放

射線技師と共に管理している。

他施設の運用方法が知りたいです！
ハイブリッド手術室の
管理・運営・看護体制

2008年杏林大学医学部付属病院に入職し，手術室に勤務。2015年２月にハ
イブリッド手術室開設の際，コアメンバーとなり，上司・スタッフと共に患者が
安全に手術を受けられるための体制づくりにかかわった。

杏林大学医学部付属病院 

手術部　副主任　森　沙織

午後午前

月

火

水

木

金

循環器内科

心臓血管外科

循環器内科

循環器内科

心臓血管外科

循環器内科（脳神経外科）（形成外科）

１・３週　TAVI
２・４週　心臓血管外科

循環器内科

※火曜日，水曜日，木曜日は全身麻酔の申し込みも可能である。

表１● ハイブリッド手術室の曜日ごとの診療科枠

心臓血管
外科

循環器内科

放射線科

形成外科

脳神経外科

ステントグラフト内挿術（胸部・腹部），
血管内治療，下肢バイパス術，血栓除
去術

アブレーション，ペースメーカー植込み
術，ペースメーカーリードレーザー抜
去，BAV（バルーン大動脈弁形成術），
TAVI（経カテーテル大動脈弁留置術）※

塞栓術

硬化療法，血管腫治療

脳動脈瘤コイル塞栓術，DSA

※TAVIは2019年に認定施設となった。

表２● ハイブリッド手術室で施行している
　　 主な術式
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気になる！ 知りたい！ 手術室管理・運営，看護体制のモードと教育の実際特集

　当院は名古屋市南部に位置する急性期総合病

院であり，一般的な外科系手術に加え，重症先

天性心疾患手術，重症熱傷手術，移植手術，眼

科先進的手術など高度で難易度の高い手術を

行っている。また救急部門と連携し，緊急性の

高い手術に迅速に対応できる体制を整えてい

る。周術期合併症の発生の低減，周術期看護の

質向上に向けた取り組みを行っており，2020

年には手術部門としてCOVID-19対策を確立

し，陽性者の緊急手術にも対応した。

当院看護部の教育体制
教育理念

　主体的に学び，互いに育ち合う看護職者を育

成します

教育目標

・組織の中で自分の役割と責任を遂行するため

の問題解決能力を養う

・科学的根拠に基づいた実践能力と創造性のあ

る看護管理能力を養う

・多職種と協働できるコミュニケーション能力

を養う

・専門職業人としての倫理的感受性を高め，倫

理的判断能力を養う

・自己教育力を高め，自ら能力の開発・維持・

向上に努めることができる

目指す看護師像

　生命力の象徴である「息吹き」を感じ，その

「息吹き」を支えることのできる看護師

　看護実践能力を発揮するためには，マネジメ

ントの視点による調整能力は欠かせない。ジェ

ネラリストの日常的で行き届いた看護実践と，

スペシャリストの専門知識に裏付けされた技術

の提供，そして，マネジメントによる調整力が

発揮されてこそ，対象にとって最適で上質な医

療・看護が提供できる。当院看護部では，ジェ

ネラリスト，スペシャリスト，マネジメントは

決して別の道ではなく，一人の看護師の成長過

程として直線上にあるものだと認識している。

これらの能力は分断されるものではなく，一人

ひとりの看護師がいずれの能力も蓄え，発揮で

きることを目指している（図）。

　また，当院看護部では，「看護の核となる実

践能力」「組織的役割遂行能力」「教育・研究能

力」の３領域の能力について目標を実践レベル

で表現したキャリアラダーを作成している（表

１）。このキャリアラダーを活用することによ

り，看護師は能力段階を確認しながら自己研鑽

や人材育成を実践することができる。

当手術部の教育体制
部署の教育目標の設定
　当手術室では，看護部の教育方針を受け，部

他施設の教育体制が気になります！

高機能総合病院における
手術室看護師の教育体制

急性期総合病院を経てJCHO中京病院に入職。手術看護認定看護師資格
取得後，大学院に進学，看護管理学を専攻しラダー教育について研究し
た。現在手術室師長，教育担当師長として手術室だけでなく院内の看護教
育を担っている。

JCHO中京病院 
手術室師長／教育担当師長 

手術看護認定看護師／認定看護管理者 

佐藤明日美

病院概要（2018年時点）
病床数：661床　　職員数：1,287人（うち看護職員700人）
診療科：30科　　  手術診療科：14科　　入院基本料：７対１
１日平均患者数：入院497人，外来1,279人（2017年）

〈手術室概要〉
手術室：13部屋　手術件数：年間約8,000件
職員数：手術室看護師43人，器械出し臨床工学技士４人，手術

看護認定看護師２人，周術期管理チーム看護師５人，特定行
為研修受講生３人（周麻酔コース）

勤務体制：16時間夜勤，オンコール制
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気になる！ 知りたい！ 手術室管理・運営，看護体制のモードと教育の実際特集

　旭川市は，北海道の中央部に位置する人口約

33万人の都市である。当院は，二次医療圏で

は38万人，三次医療圏では58.9万人の広域な

医療圏をカバーする道北ドクターヘリ基地病院

として高度急性期医療，災害医療を担う地域医

療支援病院である。

　病床数は480床，１日平均入院患者数は383.9

人（2020年実績），平均在院日数10.7日，年間

手術件数は約4,800件，うち３分の１が臨時・

緊急手術という特徴がある。毎日の緊急手術に

備えキットとピッキングを導入し，迅速な手術

の受け入れに努めている。手術を実施している

診療科は18科，手術室数は10室で，手術室に

は看護師が師長含め42人，手術室専従勤務の

臨床工学技士が１人，事務職員が１人配置され

ている。手術看護業務を効率的に実施するた

め，平日は中央材料室，清掃，看護補助者業務

を外部業者に委託している。

　手術室看護師の勤務体制は変則２交代制勤務

とし，24時間患者を受け入れている。手術室

看護師の年齢分布と経験年数分布を図１に示

す。世代バランスが良いこと，手術室経験の長

いスタッフが多く在籍していることが，現在の

体制の支柱となっている。

当手術室の看護師教育
　2021年度の手術室の教育目標は，「新卒看護

師・手術室経験１年目および２～３年目看護師

に対する教育支援の充実」である。

　当院看護部では，日本赤十字社キャリア開発

ラダーに則り，看護管理者ラダーと実践者ラ

ダーの取得を推進し，個々人を支援している。

新人教育は，プリセプター制度とサポーター制

度からなる屋根瓦方式で行っている。

　当手術室では，看護部教育委員を担う教育係

長１人とプリセプター，サポーター（プリセプ

ター支援ナース）が教育に当たっている。また，

プリセプターリーダーを決定し，新人教育の全

体を総括している。手術室では，基礎看護技術

以外に全科の術式と外回りという膨大な知識・

技術の習得が必須であり，手術で使用する機材

は日々更新され，医師の手技も細やかな変化を

続けている。そのため，プリセプターだけで教

他施設の教育体制が気になります！
新人教育を手厚くして，
チームで質の高い 
手術看護を目指す

1991年旭川赤十字看護専門学校卒業後，旭川赤十字病院入職。2006年東
京女子医科大学認定看護師研修センター手術看護分野修了，2007年日本看
護協会認定看護師手術看護分野認定取得。2020年より手術室看護師長。

旭川赤十字病院 
手術室看護師長／手術看護認定看護師 

　西澤佳代

年齢分布

手術室経験年数分布

ｎ＝42

20代
13人
（31％）

30代
10人
（24％）

50代
10人
（24％）

40代
９人

（21％）

５年未満
９人

（22％）

５年以上
10年未満
13人
（31％）

20年以上
６人

（14％）

10年以上
20年未満
14人
（33％）

図１● 当手術室看護師の年齢と経験年数
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気になる！ 知りたい！ 手術室管理・運営，看護体制のモードと教育の実際特集

　手術室での業務は特殊性・専門性が強い。そ

のため，手術室に配属された看護師は，これま

での経験が活かしにくく，自分に務まるのかと

いった不安や戸惑いを抱きやすい１）。

　中でも，器械出し看護業務は手術室の特殊

性・専門性を象徴するものの一つではないだろ

うか。器械出し看護師の役割は，日本手術看護

学会や日本手術医学会より基準，ガイドライン

が示されており２，３），いずれも共通しているこ

とは，「安全で円滑な手術を術者と展開するこ

と」「手術に必要な器械・器材を提供すること」

である。

　器械出し看護師として安全で円滑な手術を術

者と展開するためには，患者が受ける手術の術

式を熟知していなければならない。それに加え，

低侵襲手術の普及や執刀医の好みによっても手

術に必要な器械・器材のバリエーションは増

え，それらに対応していく能力も求められる。

　ベナーは「どんなナースでも経験した事のない

場面では実践レベルは初心者の段階である」４）

と述べているが，経験年数を問わず，手術室看

護師が初めて経験する術式や経験値の低い術式

における手術看護の実践を補完するためにも，

手術手順書は有用であろう。

　特に整形外科領域では，Loan Instruments

（以下，LI）を取り扱う機会も多く，覚えること

の多さや器械出し看護師としての能力への不安

をよりいっそう強めているのではないだろうか。

　本稿では，当院で作成・使用しているリバー

ス型人工肩関節置換術（以下，RSA）の手術手

順書を中心に紹介する。各施設における手術室

看護師に対する教育支援の参考となれば幸いで

ある。

当手術室における 
RSA手術手順書の実際
手順書の作成に至った背景
　当院では，従来LIを使用した手術を行う場

合，メーカーが作成した手術手順書を基に自己

学習を進めていた。しかし，器械準備や手術手

技が複雑であり，執刀医の手技がメーカーの手

順書と異なる部分もあることから，多くのス

タッフが困難さや不安を感じていた。そこで，

当院の手術室看護師が当院独自のRSAの手術手

順書を作成することとなった。

手順書の工夫
　LIの滅菌を依頼するに当たり，後の器械展開

の時間を短縮するため，LIを使用する順に並べ

て滅菌できるよう，写真を撮影し手順書に掲載

した。また，それと共に，器械展開時に事前に

確認，スタンバイする事項をまとめた（資料

１）。その他，ドレーピングや使用するレトラ

クター，縫合糸などメーカーの手順書には記載

されていない定型的なものに関しても掲載した

（資料２）。なお，当施設ではLIの滅菌を依頼す

他施設の手順書が見てみたいです！
RSA手術手順書の 
作成・活用

2008年旭川厚生病院手術室配属。2019年手術看護認定看護師資格を取
得。日々の看護実践を通し，手術室看護師の育成支援を行っている。周術期
看護の質向上を目的に「周術期看護リンクナース」を病棟内に配置し看護師
からのコンサルテーションに日々尽力している。

JA北海道厚生連旭川厚生病院 
手術室　手術看護認定看護師 

　渡邊幸裕
病院概要（2021年３月時点）
病床数：539床　　診療科：24科
手術室数：８室（バイオクリーンルーム２室）
年間手術件数：約4,200件　　手術室看護師数：24人（管理職３人）
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る際，外部滅菌業者にRSAで使用する

特徴的なシングレノイドレトラクター

（写真１）が滅菌されているか確認するように

している。

　当院の手順書では，解剖学的なイラストと写

真を使い分けることで手術展開と使用器械を区

別して掲載しており，従来の手順書より，さら

に視覚的に分かりやすいよう工夫している（資

料２）。

手順書の内容
　RSAはビーチチェア位で行うが，当院では

Shoulder Positioner（関節鏡用手術台）を使用

しており，手術台のセッティングに関する手順

書も作成している。また，助手を務める医師の

人数によりLimb Positioner（SPIDER2）（写真

２）を使用する場合があるため，執刀医へ確認

している。Limb Positionerを使用する場合，

バッテリーの充電などを確認する必要がある。

　ビーチチェア位で手術を行う際，当院では手

術操作により複数の手術台を使い分けている。

中でもShoulder Positionerについては，骨接合

手術時も使用することがあるため，別途体位固

2.5mmロッキングドライバー

滅菌前に使用する順に
並べると器械展開時の
時間短縮となります

滅菌前の器械準備 器械展開時の完成図

０のステムをハンドルに，
カルカープランナーはパ
ワーに取り付けておく

2.5mmロッキングドライ
バーを使用し，ステムを
Ｂの位置に固定しておき
ましょう

資料１● 滅菌前および器械展開時の事前準備（一部抜粋）

写真１● シングレノイドレトラクター 写真２● Limb Positioner（SPIDER2）
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気になる！ 知りたい！ 手術室管理・運営，看護体制のモードと教育の実際特集

　当法人は，社会医療法人として整形外科病院，

リハビリテーション病院，通所リハビリテー

ション，在宅ケアセンターを展開している。そ

のうち整形外科病院は地域連携型病院であり，

病床数は70床，手術室は４部屋（うち１部屋

がバイオクリーンルーム）あり，手術室看護師

は11人在籍している。

　年間の手術件数は約1,300例である。手術内

容は脊椎外科，関節外科，形成外科の順に多く，

脊椎内視鏡手術や関節鏡手術などの低侵襲手術

が多くを占める。特に脊椎内視鏡手術において

は，県内だけではなく県外からも多くの患者が

治療に訪れており，国内トップクラスの手術実

績を有している（年間約600例）。

当手術室における 
手順書の改良の経緯と内容
手順書作成の背景
　当院は整形外科領域に特化した専門病院で，

執刀医の多くは専門医資格を持っている。また，

手術室看護師にも高度な技術や知識，専門性が

求められる。特に器械出し看護において，担当

する看護師の習熟度にかかわらず，執刀医から

円滑な器械出し看護を要求されることが多い。

しかし，そうした経験や技術，知識は一朝一夕

で習得できるものではなく，新人看護師や手術

室経験のない異動者にとって，執刀医が求める

円滑な器械出し看護を実践することは容易でな

い。このような状況に置かれた新人看護師や異

動者は過度なプレッシャーやストレスを感じ，

自己肯定感の低下を来す可能性が高く，当院に

おいても早期離職の原因となっていた。

　また，そういった状況であったにもかかわら

ず，当院では新人看護師や異動者を対象とした

手順書やマニュアルが用意されておらず，プリ

セプターに新人教育を一任していた。統一され

た手順書がないことから，新人看護師や異動者

は担当するプリセプターの習熟度や看護実践の

方法に大きな影響を受け，周術期看護の標準化

がなされていないという問題があった。

　そこで，プリセプターの習熟度や看護実践の

方法にかかわらず，新人看護師や異動者が標準化

された周術期看護を実践できるようにするため，

また事前学習により新人看護師や異動者が抱え

る不安やストレスを緩和し，自己肯定感の低下

を防止するために，手順書を作成するに至った。

他施設の手順書が見てみたいです！
スムーズな手術進行と新人看護師・異動者の
ストレス緩和に向けた手順書の改良

社会医療法人スミヤ　角谷整形外科病院　手術室

関西医科大学附属看護専門学
校看護学科卒業。2014年８月
より社会医療法人スミヤ角谷整
形外科病院手術室で勤務する。
周術期管理チーム認定。

看護師　森  有輝
関西医療大学保健看護学部卒
業。2013年４月より社会医療法
人スミヤ角谷整形外科病院手
術室で勤務する。周術期管理
チーム認定。

看護師　雑賀  輝
社会医療法人スミヤ角谷整形外科病
院入職後，病棟・外来の勤務を経て，
2019年４月から手術室・中央材料室
で勤務する。

看護師長　濱端香奈子
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旧手順書における問題点
　現在，当院では手術件数の多くを占める胸・

腰椎内視鏡手術，頸椎内視鏡手術，肩関節鏡手

術，膝関節鏡手術について，器械出し看護と外

回り看護の手順書をそれぞれ作成している。こ

こでは，最も手術件数が多く，新人看

護師や異動者が最初に担当する胸・腰

椎内視鏡手術の器械出し看護手順書に

ついて詳細を紹介する。

　資料１は最初に作成した胸・腰椎内

視鏡手術の器械出し看護手順書（以

下，旧手順書）の一部である。この旧

手順書は，対象が内視鏡手術であるに

もかかわらず，術中モニターの画像が

示されておらず，大部分が文章で構成

されていた。また，実際に使用する器

械の詳細や手術開始前のセッティング

方法なども記載されていなかった。当

時の新人看護師や異動者に聞き取り調

査を行ったところ，「術中のモニター画

像における術野や解剖についてイメー

ジしにくい」「文章のみでは手術進行

のイメージがわかない」「器械の使用

方法やタイミングが分かりにくい」な

どの否定的意見が多く聞かれた。

　実際に新人看護師や異動者に旧手順

書を用いて事前学習をし，器械出し看

護を担当してもらったが，手術進行や

状況に応じた器械・材料の選択ができ

ていない場面が多く見られた。そこで，

新人看護師や異動者が解剖や必要物品

を理解し，手術進行を予測したスムー

ズな器械出し看護を実践するためには，

手術進行と必要器械・解剖を可視化す

る必要があると考えた。

　次に，改良を加えた点について紹介

する（以下，改良を加えたものを新手

順書とする）。

手順書の改良における工夫点
◦手術操作の可視化
　写真１のように，内視鏡モニターの術中記録

映像をキャプチャし，手順書用に編集した。術

中モニターで見る実際の術野の画像を使用する

ハイスピード
ドリル

頭
側

尾
側

黄色靭帯

進入側椎間関節の
削った部分

進入側椎間関節の
削っていない部分

写真１● 手順書用に編集した術中記録映像のキャプチャ

資料１● 胸・腰椎内視鏡手術の器械出し看護手順書
　　　（旧手順書）
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