
新卒看護師や若手看護師，これから新しい
役割を務める人の教育・自己学習に役立つ
ポイントをまとめます。

特集

教育教材，自己学習に使える！

新人・若手，新任者が押さえておきたい
手術看護知識・技術

標準予防策
　標準予防策（スタンダードプリコーション）

とは，米国疾病管理予防センター（CDC）が提

唱している「汗を除くすべての血液，体液，分

泌物，排泄物，損傷のある皮膚，粘膜は伝播し

得る感染性微生物を含んでいる可能性がある」

という考え方を基にした，感染症の有無にかか

わらず，すべての患者を対象とする感染予防策

です。

　手術室では侵襲的操作・処置が行われる場面

が多く，血液・体液への曝露のリスクが高くな

ります。感染性物質から自身を守り，交差感染

から患者を守るために，個人防護具（PPE）の

装着や手指衛生の実施など，標準予防策を徹底

する必要があります（スライド❶）。

　本稿では，手術室に関連する標準予防策とし

て，「手術時手洗い，ガウンテクニック，滅菌

手袋の着脱」について解説します。

手術時手洗い
手洗いの種類
　手洗いの方法は，大きく分けて３種類ありま

す（スライド❷）。

①日常的手洗い
　汚れや有機物，通過菌の一部を除去すること

を目的とした，帰宅時や食事前後などに行う手

洗いです。

②衛生的手洗い
　通過菌や常在菌の多くを除去することを目的

とした，点滴やガーゼ交換などの医療行為前後

に行う手洗いです。

③手術時手洗い
　通過菌や常在菌による術野の汚染を最小限に

することを目的とした，手術などの侵襲的操作

前に行う衛生水準の高い手洗いです。

手術時手洗いの方法
　普段であれば常在菌は感染の原因にはなりま

せんが，手術を受ける患者は感染しやすい状態

にあります。手術時手洗いは，手術中に手袋が

破損した場合に術野を汚染する細菌（通過菌，

常在菌）を減少させるために行います（スライ

ド❸）。手術時手洗いの方法には，「ラビング法

（ウォーターレス法）」「スクラブ法」「ツース

テージ法（二段階法）」があります（スライド

手術時の手洗い，ガウンテクニック， 
滅菌手袋の着脱

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。院内活動として，手術室のほかに他部署の教育・調整を行う。
院外活動としては，他施設からの相談対応，講師，執筆活動などがある。

済生会滋賀県病院 
中央手術室　係長／手術看護認定看護師 
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❹）。中でもラビング法は，スクラブ法と比べ

ても手術部位感染（以下，SSI）の発生率に差

がない１）上，ブラシ使用による手荒れの心配

が少なく，短時間で行うことができるため推奨

されています（スライド❺）。

各手術時手洗い方法の詳細
　次に，ラビング法（ウォーターレス法）とス

クラブ法，ツーステージ法（二段階法）の詳細

について説明します。

◦ラビング法
１．流水で指先から肘関節程度まで洗浄します

（スライド❻）。

２．非抗菌性石鹸を使用し，指先から肘関節程

度まで揉み洗いをします（スライド❼）。

３．流水で非抗菌性石鹸を洗い流します（スラ

イド❽）。

４．未滅菌ペーパーで水分を拭き取ります（ス

ライド❾）。

５．速乾性手指消毒剤を指先から前腕にかけて

擦り込みます（スライド�）。

◦スクラブ法
１．流水で指先から肘関節程度まで洗浄します

●❶

●❷
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新人・若手，新任者が押さえておきたい手術看護知識・技術特集

人の体温とは
　本稿では，手術室での体温管理について解説

します。

　体温管理を学ぶ前に，人の体温について考え

てみましょう。人の体温はいったい何度でしょ

うか（スライド❶）。一般的に，いつも腋窩で

測る自分の平熱（36.5℃程度）を思い浮かべ

ることが多いと思います。しかし，体温には腋

窩で測るような末梢温（外殻温）のほかに，体

の中枢部分の体温である核心温（中枢温）があ

ります。本稿では，核心温について考えます。

　人の正常な核心温は37.0℃と言われており，

狭い範囲で一定に保たれています。なぜ37.0℃

なのかという話をすると長くなってしまいます

が，簡単に説明すると，人の生命を維持してい

くための新陳代謝では37.0℃前後が最適であ

るからです。

　ここで押さえておいてほしいことは，人の体

温は視床下部によって調整され，代謝で発生す

る熱によって維持されているということです。

　では，核心温が低くなると人の体はどんな反

応を示すでしょうか（スライド❷）。答えは，

熱を末梢から逃がさないために，末梢血管が収

縮して，血流が中枢側に移動してきます。そし

て，さらに下がると骨格筋を収縮させて熱を産

生するシバリングが起こります。シバリングが

起こると，熱は産生できるかもしれませんが，

かなり体力を奪われます。

　反対に，核心温が高くなるとどうなるでしょ

うか。答えは，熱を逃がすために末梢血管が拡

張します。さらに上昇すると，汗をかいて熱を

逃がすという反応を示します。

　少し手術から離れて，風邪をひいて熱が出た

時のことを思い出してください。ほとんどの人

が，熱が上がるまでにブルブル震えてつらいと

いう体験をしたことがあると思います。

　疾患を治すために手術治療を選択した患者

は，手術を受けることで侵襲が全身に加わり，

その侵襲に対して体はさまざまな反応を示しま

す。風邪をひいた時に体が細菌やウイルスと戦

うように，手術を受けた体もさまざまな生体反

応に打ち勝つために戦います。そのために，手

術直後は発熱するのです（スライド❸）。した

がって，術後はもれなく高体温になります。

末梢温と核心温
　次に，末梢温と核心温について解説します

（スライド❹）。

　末梢温は，体の表層部の温度で，腋窩温や皮

膚温，末梢血管温などがあげられます。

　核心温は，大気温に影響されない体の中心部

の温度で，直腸温，膀胱温，食道温などがあげ

られます。そして，人の核心温は，末梢温より

も0.5 ～1.0℃ほど高いと言われています。

　では例えば，入室時の腋窩温が36.1℃，麻

酔導入直後に測定した膀胱温が36.1℃であっ

た場合，体温に関してどのようにアセスメント

したらよいでしょうか？　この場合，「体温が

低下している」とアセスメントすべきです。な

ぜなら，入室時に測定されている体温は末梢温

であり，麻酔導入後に測定する体温は核心温で

あるため，この場合の麻酔導入後の核心温は

体温管理

2004年に看護師免許を取得し，国保旭中央病院に入職，手術室配属とな
る。2013年に手術看護認定看護師の資格を取得。2017年に主任となる。

地方独立行政法人 

総合病院国保旭中央病院 
中央手術室　主任／手術看護認定看護師 

香取良美

9手術看護エキスパート ̶̶ Vol.16 no.1



36.6 ～37.1℃ほどであってもおかし

くないからです。

麻酔による体温への影響
全身麻酔による体温低下
　続いて，全身麻酔による体温低下に

ついて考えます（スライド❺）。

　ここで重要なのは，麻酔を導入する

と，血管拡張により熱の再分布が起こ

り，１時間以内に１℃ほど体温が低下

するということです。麻酔薬の影響に

より，全身の血管が拡張し，熱が中枢

から末梢に分散されて核心温が低下す

ることで体温が急激に低下します。こ

れを再分布性低体温と言います。その

後１～２時間が経過すると，伝導・放

射・対流・蒸発により熱が逃げ，その

上熱の産生も低下し，さらに体温が低

下してしまいます。核心温が34.5℃ほ

どになると，全身麻酔下でも自律性体

温調節（次項で解説）が出現して血管

収縮が起こり下げ止まりますが，ここ

まで体温低下が進むと，患者の体には

悪影響でしかなくなります。

自律性体温調節機能の変化
　人の体温調節には，大きく分けて２

つの方法があります（スライド❻）。

１つ目は，自律性体温調節です。これ

は，不随意の自律性生理反応を通じた

体温調節のことです。いわゆるシバリ

ングもこの自律性体温調節機能です。

２つ目は，行動性体温調節です。これ

は，体温の調節や維持を目的とした能

動的な体温調節行動のことです。さら

に言えば，適切な温度となるよう環境

を調整する行動のことで，体温を奪わ

れないように衣服を着たり，運動して

体を温めたりすることを言います。全

●❶

●❷
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●❺
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新人・若手，新任者が押さえておきたい手術看護知識・技術特集

医材・器機に関する 
知識の重要性（スライド❶）

　鉗子や剪刃などの鋼製器械類，縫合糸，エネ

ルギーデバイスなどの医材は，手術医療におい

て必要不可欠な道具です。手術室看護師は，そ

れらの名称や用途を把握し，取り扱う方法を正

しく習得する必要があります。

　新たに手術室に配属され，実際に働いてみる

と，医材の数や種類の多さに驚かされることと

思います。また，一度覚えても，医師や診療科

によって独自の呼び方や渡し方などがあり，混

乱することも少なくありません。

　そのような中でも，器械出し看護師が医材・

器機の特徴を把握し，スムーズな受け渡しを行

えれば，手術時間の短縮や手術の好リズムをも

たらすほか，医師との信頼関係も生まれます。

医材や器機を正しく取り扱うことは円滑で安全

な手術医療につながるため，そうした知識や技

術はとても重要であると言えます。本稿では，

当施設の基準・方法を交え，器械出し看護師に

必要な医材・器機の知識について解説していき

ます。

縫合糸の取り扱い
縫合糸の役割（スライド❷）

　縫合糸は，血管の結紮，組織の接合や閉創な

どに使用する，手術になくてはならないもので

す。縫合糸にはさまざまな種類があり，手術室

で管理されています。縫合糸の種類は主に，吸

収糸，非吸収糸，切り糸，針付縫合糸があり，

術式や手術の進行に応じて使い分けます。

　器械出し看護師は，使用する縫合糸を事前に

器械台に出したり，使用が予想される縫合糸を

外回り看護師が出せるようにあらかじめ準備し

たりしておき，手術の流れを遮ることがないよ

うに心がけることが大切です。

縫合糸の種類と特徴（スライド❸）

◦吸収糸と非吸収糸
　吸収糸は時間の経過により組織に分解・吸収

され，吸収されるまでの期間は糸の種類により

異なります。一方，非吸収糸は組織に分解され

ないため，長期間張力を保持できる特徴があり

ます。

◦編糸（ブレイド）と単糸（モノフィラメント）
　編糸は素材が柔らかく，扱いやすいですが，

毛細管現象により糸に細菌が入り込みやすいと

いう特徴があります。単糸は毛細管現象がない

ため細菌が入り込みにくいのですが，鉗子の把

持などで傷がつきやすいため，把持する際は鉗

子の先端に保護キャップを装着する必要があり

ます。

　スライド❹に縫合糸の分類と用途の大枠を示

します。

◦切り糸の取り扱い（スライド❺）

　切り糸は主に血管や組織の結紮に用います。

渡し方のポイントとして，切り糸のみを直接渡

医材・器機の�
取り扱い
～�糸・針，鋭利器機，�
エネルギーデバイス，�
腹腔鏡鉗子など

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。

大崎市民病院　手術室 

手術看護認定看護師　今野雄介
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す場合は，外科医の手に糸の感触がしっかり伝

わるように渡します（スライド❺の左写真）。

また，術野の深さや状況に合わせて鉗子の先端

で把持して渡す場合がありますが，その場合は

術野では下方向に糸を引いた状態で結紮に使用

するため，先端から糸が外れないことを確認し

てから渡します。糸を深く噛みすぎていると，

鉗子の先端から糸が外れる原因となるので気を

つけましょう（スライド❺の右写真）。

◦針付縫合糸の取り扱い（スライド❻）

　針付縫合糸は，主に組織の縫合，再建，止血

に使用します。器械出しのポイントとして，持

針器で把持する位置は，糸針接合部から針の長

さにして３分の１～２分の１ほど針先に向かっ

たところにします。糸針接合部や針の先端を把

持してしまうと，糸が外れたり針先が破損した

りします。また，体表面以外の操作では，持針

器に対し針を約45°の角度で把持すると，必要

以上に外科医が手首を反らさずに

済むため刺入が容易になります。

縫合する場所によって針の角度を

意識し，医師の指示に応じて順針

や逆針の渡し方に注意しましょう。

手術で扱う鋭利器機
（スライド❼）

　手術ではメスをはじめ，さまざ

まな鋭利器機を使用します。それ

らは器械出し看護師と外科医の間

で受け渡しをする際に，針刺しな

どによる血液曝露の危険が伴いま

す。医療者にとっても安全に手術

を行うためには，メスや針を安全

な方法で管理するための統一され

たルールが必要です。また，鋼製

器械などにも先端が鋭利なものが

あるため，医療者の安全を守るた

めにも二重手袋が有効です。

●❹

●❺

●❶

●❷

●❸
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　手術室で使用する薬剤は，麻酔薬や造影剤な

ど多岐にわたります。それらに関する知識は重

要ですが，ただ単に薬を覚えるだけでは楽しく

ないので，なぜこの患者に，この薬剤を，この

タイミングで投与したのか，指示されたのかを

考える癖をつけてほしいと思います。こうし

た疑問を解消し人に教えることができると，

仕事が楽しくなるかもしれません。本稿では，

麻酔に関連した薬剤をメインに，Ｑ＆Ａとそ

れに付随したポイント説明という形式で解説

します。

Ｑ　麻酔にはどのような方法・ 
種類があるのでしょうか？

　麻酔は鎮静・無痛・筋弛緩から成り立ち，麻

酔方法は大きく全身麻酔と局所麻酔に分かれま

す（スライド❶）。全身麻酔では，意識を消失

させる，痛みをとる，筋肉を緩めるための薬が

必要です。なるべく副作用が出ないように，そ

れぞれの薬剤をバランス良く使用する必要があ

ります。

　局所麻酔は意識がある状態ですが，無痛と鎮

静（つらくない）の状態にするための薬が必要

です。もし，あなたが手術を受けることになっ

たら，どうしてほしいですか？　「怖いから不

安や緊張を取り除いてほしいな」「痛くないよ

うにしてほしいな」「痛かったら無意識に動い

てしまうかも…」「動くと怒られるかな」など

と考えませんか？　そこで，薬で何とかならな

いものかと思いませんか？

　鎮静は，不安の除去，苦痛の緩和といった生

体反応性を弱める行為で，全身麻酔と局所麻酔

とで鎮静の程度は異なります。スライド❷に示

すように，鎮静薬の量と鎮静度は比例します。

不安を除去するのであれば少量の鎮静薬で済み

ますが，鎮静薬の量が増え鎮静度が深くなれば

全身麻酔の状態になります。

　全身麻酔の状態とは，意識をなくして痛み刺

激に反応しない状態です。深い鎮静では気道の

閉塞，呼吸の抑制や停止，低血圧や徐脈の状態

となるので，挿管して麻酔器を接続して呼吸を

維持させ，輸液や昇圧剤を併用して循環を維持

しなければなりません。また，普段は気道に物

が入ると反射的にむせたりして喀出しますが，

その働きも弱まり，誤嚥が起こる可能性があ

ります。したがって，全身麻酔では生命の危

機が起こり得ることを意識しておく必要があ

ります。

　局所麻酔で鎮静薬を使用する場合，気道確保

の準備などはできていますか？　鎮静薬は必ず

患者の状態を確認しながら投与しましょう。

Ｑ　手術室で薬剤を投与する時に
気をつけることは？

　薬剤は静脈経路で投与されることが多いため，

薬剤の間違いがないか確認した上で，血管外漏

出に注意します。血管外漏出は，速やかに薬剤

の効果が得られなくなるだけでなく，痛みを伴

う皮下硬結や皮膚潰瘍の原因にもなります。

　特に手術室では，ドレープがかかり，体位に

よっては点滴刺入部や点滴ルートの接続部が見

えないため，点滴が漏れていてもすぐに気がつ

かないことがあります。麻酔薬を投与する前に

麻酔に関連する薬剤

1995年福井県済生会病院に入職。病棟勤務後，看護学生の頃から憧
れていた手術室看護師になる。2015年手術看護認定看護師資格を取
得。現在，病棟に勤務し，周術期看護の質の向上に努めている。

社会福祉法人恩賜
財団済生会支部 

福井県済生会病院 

手術看護認定看護師　岩野優帆
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は逆血を確認し，手術が始まる前には点滴ルー

トの接続を確認しましょう（スライド❸）。ま

た，静脈注射は即効性があるため，患者に及ぼ

す影響が大きいことを忘れないでください。

 ここがポイント！ 
　手術室では，医師から口頭で薬剤投与を指示

されることが多いです。間違い防止のために，

薬剤名・投与方法・投与量を復唱しましょう。

Ｑ　鎮静薬（意識消失）には 
どのようなものが 
あるのでしょうか？

　吸入麻酔薬と静脈麻酔薬があります（スライ

ド❹）。吸入麻酔は，吸入麻酔薬（液体）を麻

酔器（気化器）を用いて気化させ，肺でのガス

交換によって血液中に溶け込ませて脳に作用さ

せる薬剤です。静脈麻酔薬は，静脈内に直接投

与して脳に作用させる薬剤です。

　吸入麻酔薬には，セボフレン®，スープレン®

などがあります（スライド❺）。セボフレン®は

気道刺激性が少ないため，麻酔の導入と維持が

できます。スープレン®は気道刺激性が高いた

め，麻酔の維持のみに使用します。悪性高熱症

とその素因がある患者には禁忌です。

　静脈麻酔薬には，ラボナール®，プロポフォー

ルなどがあります（スライド❻❼）。どちらも

麻酔導入に使用する薬剤です。プロポフォール

は麻酔の維持にも使用でき，体内での代謝分解

が速く蓄積作用がほとんどないため，持続投与

が可能です。また，長時間投与しても中止すれ

ば速やかに覚醒します。

　ラボナール®は喘息発作を誘発することがあ

るため，喘息患者には使用できません。また，

プロポフォールは原材料に卵・大豆が含まれる

ので，それらのアレルギーがある患者には注意

が必要です。

　静脈麻酔薬には拮抗薬がなく，過剰投与した

場合には作用を減弱させることができません。

●❶

●❸

●❹

●❷
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新人・若手，新任者が押さえておきたい手術看護知識・技術特集

手術患者のポジショニングの
原則と現状
　手術患者のポジショニングでは，「術野が清

潔なまま静止した状態を保つ」ことが原則です

（スライド❶）。しかし，そのためには手術台の

上で体位固定器具を用いて不自然な体位を保つ

必要があり，患者は非生理的な「不動の姿勢」

を強要されることになります。また，通常の臨

床で行われる頻繁な体位変換や体位分散マット

レスの使用などが制限されることで，褥瘡や神

経障害のリスクが高くなります１）。このような

状況に対応したポジショニングを行うために，

手術患者が手術中にどのような制限を受けるの

かを十分に把握しておく必要があります。

手術患者の 
ポジショニング制限とその影響
　手術患者のポジショニング制限とその主な影

響として，次のようなものが挙げられます（ス

ライド❷）。

①同一体位の持続によって持続的圧迫が局所

（骨突出部など）に加わることで，軟部組織

に不可逆的な阻血性壊死を起こし，褥瘡が発

生する

②術野を確保するための非生理的体位（過剰な

伸展や屈曲，圧迫など）により皮膚障害や神

経障害が発生する

③手術に伴う操作的要因（麻酔薬と筋弛緩薬に

よるものがある。麻酔薬の影響により血圧が

低下し，末梢組織の虚血や還流障害が起こ

る。また，全身麻酔で筋弛緩薬を使用すると，

その影響により身体組織に予想外の緩みが生

じ，部分圧迫を引き起こす危険がある）によ

り褥瘡が発生する

④患者の個体的要因（肥満または痩せ，肝疾患，

糖尿病など）により褥瘡が発生する

　いずれも，部分圧迫や皮膚の脆弱から褥瘡発

生の危険性が高くなります。

褥瘡予防と神経障害予防
褥瘡予防
　手術患者における褥瘡予防では，一般的な褥

瘡発生リスクだけでなく，術式，手術部位，手

術体位，手術予定時間などから術中の褥瘡発生

リスクをアセスメントし，あらかじめシミュ

レーションしてリスクを回避することが必要で

す。具体的な褥瘡発生リスクについてスライド

❸に示します。

神経障害予防
　麻酔中の末梢神経障害は，神経の圧迫や牽引

による虚血が原因で生じます。そのため，固定

具などによる圧迫を避けること，また神経の走

行を理解し複数の関節の屈曲や伸展に注意する

ことが必要です（スライド❹❺）。

体位固定器具・保護用具の 
選択
　手術中は，手術開始から手術終了まで同一体

位を維持する必要があり，体位変換ができませ

ん。また，麻酔の影響で患者は意識や知覚がな

くなり筋弛緩の状態が継続されるため，体位固

定器具を用います。その際，手術体位の種類や

体位固定

1990年近畿大学医学部附属病院入職，中央手術部に11年間勤務。2003年
福井県済生会病院に入職し手術室勤務，2014年より集中治療室に勤務し，
2018年より手術室にて勤務。2017年手術看護認定看護師資格取得。

福井県済生会病院　手術室 

手術看護認定看護師　加藤知子
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時間，患者の身体状態などから適切な

体位固定器具・保護用具を選択するこ

とが重要です（スライド❻）。

体位固定器具（スライド❼）
　体位固定器具には，上肢を固定する

手台，体幹を固定する側板，砕石位時

に下肢を固定する支持器，腹臥位時に

前胸部～腹部を固定するウレタンフォー

ムまたは４点固定器があります。ほかに

も，袋状のシートの中に発泡ビーズを

充填し，空気の挿入・排出でボディラ

インや体位に合った形状に変化させる

ことができるマジックベッド，ハグユー

バックなどがあります。体位固定器具

を使用する時に，直接身体に固定する

と圧迫の原因となるため，必ず保護用

具と一緒に使用する必要があります。

保護用具（スライド❽）
　保護用具には，主にウレタンフォー

ムとゲルタイプがあります。

　ウレタンフォームのソフトナース®

は通気性が高く洗浄可能な低反発性の

マットレスで，温度によって硬さが変

化する特徴があります。そのため，体

温に反応して軟らかくなり，身体に

フィットすることで体圧を分散させま

す。また，術式や体位に応じてカット

し大きさを調整できます。ほかに，腹

臥位時の頭部を支える体位固定器具・

保護用具として，顔面の形状に沿って

形成された軟質ウレタンフォームで，

広い面積で顔面を受け接触圧を分散さ

せることができるクッション（プロン

ビュー®）があります。

　ゲルタイプのアクションパッド®は，

体圧分散力と安定性，ずれ力吸収のバ

ランスが考慮されています。また，耐

久性が高く種類が豊富なため，さまざ

●❶

●❷

●❸

●❹

●❺

麻酔中の末梢神経障害は，神経の圧迫や牽引による
虚血によって生じる。そのため，体位固定器具などに
よる圧迫を避けること，また神経の走行を理解し複
数の関節の屈曲や伸展に注意することが必要。

腋窩神経
橈骨神経

右腕後面

筋皮神経

Ｃ５

Ｃ６

Ｃ７

Ｃ８
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後大腿皮
神経
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肩関節外転
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肘関節屈曲90°
前腕回内・
回外中間位

手関節・背屈
20～30°
股関節屈曲
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膝関節屈曲
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新人・若手，新任者が押さえておきたい手術看護知識・技術特集

静脈血栓塞栓症
深部静脈血栓症
　深部静脈血栓症（Deep Vein Thrombosis：

以下，DVT）は，筋肉内の深層を走行する深部

静脈に血栓が生じ，静脈還流に障害を与える病

態です（スライド❶）。上肢に生じることは少

なく，ほとんどが下大静脈や骨盤腔内静脈，下

肢の静脈に発生します。血栓の部位によって，

膝窩静脈から中枢側の中枢型（近位型）と，末

梢側の末梢型（遠位型，下腿型）に分類され

ます。

　DVTで多く見られる症状は，下肢全体の腫

脹，血栓ができた部位の疼痛，静脈がうっ滞し

充血したことによる色調変化（暗赤色）です

（スライド❷）。これらは中枢型の３大症候とさ

れています。末梢型では疼痛を訴えますが，無

症状のこともあります。問診だけでなく，触診

や視診で症状を確認することが必要です。

肺血栓塞栓症
　深部静脈にできた血栓が大きくなると，何ら

かの刺激により静脈の壁から剝がれ，血液の流

れに沿って移動することがあります。移動した

血栓は，心臓を経由して肺動脈に到達します。肺

動脈は辺縁に行くほど細くなっているので，血

栓は肺動脈をふさいでしまいます。この状態が

肺血栓塞栓症（Pulmonary Thromboembolism：

以下，PTE）です（スライド❸）。

　PTEの約90％は，骨盤内または下肢の静脈で

できたDVTであり，PTEとDVTは１つの連続し

た病態としてとらえ，これらを合わせて静脈血

栓塞栓症（Venous Thromboembolism：以下，

VTE）と言います。PTEは，突然の呼吸困難や

胸痛，塞栓の閉塞具合によってはショックや突

然死などの深刻な状態を引き起こします。

血栓形成の３大要因
　静脈血栓の形成には，ウィルヒョウ（Virchow）

の３徴と呼ばれる要因が大きく関与しています

（スライド❹）。ウィルヒョウの３徴とは，①血

流の停滞，②血管内皮の損傷，③血液凝固の亢

進を言います。

　下肢の静脈血は，歩行などの運動によって下

肢の筋ポンプ機能が作用し心臓へ還流されます

が，長期臥床や下肢麻痺などにより下肢を動か

さない状態が続くと血流が停滞し，血栓が生じ

やすくなります。また，カテーテルの挿入や外

傷，加齢などによって血管壁が損傷されたり，

悪性腫瘍やホルモン剤の作用により血液が凝固

しやすくなったりすることでも血栓が生じやす

くなります。これらの危険因子に加え，周術期

は全身麻酔，長時間の同一体位，腹腔内臓器

の圧迫，手術操作による血管剝離，手術侵襲，

出血，脱水などが先述の３徴と絡み合うこと

で，さらに血栓が発生しやすくなります（スラ

イド❺）。

　PTEは周術期の重大な合併症であり，原因と

なるDVTの予防を行うことが重要です。

術前のリスク評価
情報収集
　周術期では，術前にVTEのリスクを評価する

ことが重要です。まずは，患者の病態や背景に

静脈血栓塞栓症の予防

佐賀県立病院好生館（現・佐賀県医療センター好生館）に入職後，一般病
棟，救命救急センター・ICU勤務を経て，2007年より手術部配属となる。
2015年に手術看護認定看護師資格を取得し現在に至る。

地方独立行政法人 

佐賀県医療センター好生館 
手術部　副看護師長／手術看護認定看護師 

草場智恵子
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DVTの危険因子がないか確認します

（スライド❻）。危険因子がある患者に

は，術前に身体状況や検査データに

DVTが疑われる所見がないか見ていき

ます（スライド❼）。

　身体状況や検査データで見るべき所

見とポイントとして，下肢の腫脹や鈍

痛，表在静脈の拡張，ホーマンズ徴候

（下肢を伸展させた状態で足関節を強

く背屈させると，腓腹部に強い疼痛が

生じる）が挙げられます。これらは実

際に触れて確認しましょう。血液検査

ではＤダイマーをチェックします。Ｄ

ダイマーは形成された血栓が分解され

る時に出る物質を測定し，正常値であ

れば血栓形成はないと判断されます。

加齢，妊娠，外傷，悪性腫瘍などでも

上昇するため，異常値を示す場合，下

肢静脈超音波検査などの画像診断と組

み合わせて判断する必要があります。

リスクレベルの評価
　手術を受ける患者は，血栓形成の３

大要因が複数に絡み合うことで血栓が

発生しやすくなることは先ほど述べま

したが，それ以外にも手術・疾患その

もののリスクと患者の背景や手術・疾

患に付随して発症するリスクを総合的

に評価していく必要があります（スラ

イド❽）。

　「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓

症の診断，治療，予防に関するガイド

ライン」１）（以下，ガイドライン）では，

各領域における患者のVTEリスクレベ

ルを４段階に分類しています。また，

付加的な危険因子を３段階の強度に分

類し，これらの危険因子を持つ場合は

VTEリスクレベルを１段階上げること

を考慮すると示しています。例えば，

●❶

●❷

●❸

●❹

●❺

塞栓源
塞栓源

塞栓源

深部静脈血栓症

肺血栓塞栓症

中枢型

・突然の呼吸困難
・胸痛
・ショック
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新人・若手，新任者が押さえておきたい手術看護知識・技術特集

　手術室で働く看護師には，高い倫理観が必要

です。その理由として，手術室が密室であるこ

とや，緊張や不安から患者が自分の意思を伝え

にくいことが挙げられます。また，全身麻酔下

の患者は眠っているため，自分の身体に何が起

こっているのかを知るすべもありません（スラ

イド❶）。

　これは，決して手術室以外の看護師の倫理観

が低くてもよいと言っているわけではありませ

ん。それほど，手術室はほかの医療現場と比べ

て特殊な環境であると理解しなければならない

ということです。手術室看護師は，「倫理」と

「倫理観」についてしっかりと学ぶ必要があり

ます。

「倫理」とは
　それでは，まず「倫理」について説明してい

きます。

　「倫」という字は訓読みで「みち」と読み，

人が守るべき道という意味があります。「理」

という字は物事の筋道を表しています。つまり

簡単に言うと，“人が守らなければならないこ

とを道筋を立てて考えること” が「倫理」とい

うことです（スライド❷）。皆さんがよく知っ

ている「道徳」と似ていますし，実際，「倫理」

と「道徳」は日常生活ではほとんど同じ意味で

扱われます。

　しかし，そこに「倫理」がよく分からなくな

る原因があります。そのため，まずは両者を

しっかり区別しなければなりません。

倫理と道徳
　人の物事に対する価値というのは，教育や文

化，宗教，その人自身の人生経験などを通して

長い時間をかけて形づくられたものです。「こ

れが自分の意見だ」「それはおかしい（あるい

は正しい）」と主張する際も，そうした意見を

考えるまでの思考過程において，自身の人生の

影響を受けているのです。

　普段はそのような個人的な価値を基にさまざ

まな意思決定を行っており，日常生活ならそう

した個人的な主張も許されるかもしれません。

しかし，専門職の実践において，個人的な考え

を主張することは許されません。なぜならば，

自分の考えが相手に受け入れられる場合ばかり

ではありませんし，自分の考えと専門職として

求められている価値が一致するとも限らないか

らです。そのため，専門職の実践には，その専

門職に求められている価値が定められています。

　端的に言うと，道徳というのは自身の経験な

どに影響を受けた価値であり，倫理というのは

自身の個人的な価値ではなく，専門職の実践に

おける価値の根拠となるものです（スライド

❸）。さまざまな専門職にそれぞれの倫理があ

り，専門職ごとにその倫理的行為の基準が定め

られています。

倫理は学問
　それでは，看護師として倫理を知るためには

どうすればよいのでしょうか。そのためには，

手術室における 
看護倫理

京都府医師会看護専門学校看護高等課程准看護科卒業後，京都桂病院附
属看護専門学校へ入学，卒業。1999年京都桂病院手術室へ配属。2015年
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，同年手術看護認定看護師資格取得。2020年より京都鞍馬口医療セン
ター，現在に至る。

独立行政法人地域医療機能推進機構 

京都鞍馬口医療センター 

手術看護認定看護師　川原伸之
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まず倫理は「学問」であるという認識をしっか

り持たなければなりません。倫理が道徳と似て

いるために，きちんと倫理を理解しないまま，

道徳の延長線上で看護実践を行ってしまってい

ませんか。看護の現場においても，おおよその

ことは個人の道徳的価値に基づく判断で無難に

終了することでしょう。しかし，そのような環

境が倫理の存在を不鮮明にしています。

　倫理をしっかりと理解したい看護師や後輩へ

指導する立場の看護師は，倫理は専門職として

一から勉強するものであると知るべきなのです

（スライド❹）。

倫理の原則
　まず倫理の原則を知るところから始めましょ

う。看護師の倫理原則とは，看護実践における

価値や判断の基準となるものです。看護実践と

して，やるべきことや，やってはならないこと

について考える根拠として使用します。

　例えば，医師から何か指示が出たとします。

それをそのまま何も考えず患者に実施すること

は，良いとは言い難いでしょう。この指示を実

施することで，患者にどのような利益があるの

か，あるいは害を与えることはないかなどを考

える必要があります。倫理の原則は，そのよう

な価値を判断する際の基準です（スライド❺）。

この原則は６項目あり，それは『看護実践の倫

理』１）の中で定義されています。

看護実践の倫理原則
　看護実践の倫理原則について，６項目それぞ

れを簡単に説明します（スライド❻❼❽）。

善行
　良いことを行う義務であり，看護実践によっ

て患者に利益をもたらす行為です。ここでの利

益というのは，身体面や精神面などさまざまな

場合がありますが，看護師が何かしらの行動を

起こすことによって患者にもたらされる良い結

●❶

●❷

●❸

●❹

●❺
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プリセプター制度とは（スライド❶）
　プリセプター制度とは，先輩看護師が新人看

護師にマンツーマンで指導・教育・フォロー・

ケアを行う制度です。指導を行う先輩看護師を

「プリセプター」，指導を受ける新人看護師を

「プリセプティ」と称します。

プリセプター制度のメリット 
（スライド❷）

　プリセプター制度のメリットは，まずプリセ

プターにとっては，新人看護師に教えることで，

自身の知識や技術の向上を図れるということで

す。教えるということは，自分がそれを理解，

習得していなければできません。特に手術室の

場合は，解剖や術式，器械・衛生材料の種類，

使用方法など，理解していないと教えることが

できない内容が多いのも特徴的です。

　一方，プリセプティ側のメリットとしては，

慣れない職場環境の中で，常に同じ先輩看護師が

教育してくれるため，質問しやすいということが

挙げられるでしょう。また実践を行う場合にも，

先輩看護師がそばにいてくれ，すぐにフォロー

してもらえるという点で安心感が違います。頼

れる・身近な存在の先輩がプリセプターです。

　そして，互いのメリットとして，技術や知識

の進捗状況を把握しやすいことが挙げられます。

先ほども述べたように，解剖や術式，器械・衛

生材料の種類，使用方法など，手術室では習得

しなければならない知識が数多くあります。も

ちろん，新人看護師は段階的に覚えていくこと

になりますが，何ができて，何ができていない

かといった現状を把握するのにプリセプター制

度は効果的です。加えて，同じ先輩看護師が指導

するため，指導方法や内容が一貫しており，新

人看護師が混乱しにくいのもメリットでしょう。

プリセプター制度のデメリット 
（スライド❸）

　他方，プリセプター制度にはデメリットもあ

ります。まず，先輩看護師の負担が大きいこと

が挙げられます。プリセプターは指導計画など

を立て，段階的に教育していく必要がありま

す。また，新人看護師がどこまで技術を習得で

きているかなどを見極めるための評価も行う必

要があります。そして，通常業務外の仕事が増

え，負担が大きくなります。

　さらに，常にプリセプターとプリセプティの

勤務時間帯を合わせることは困難です。勤務状況

によっては，プリセプター以外の先輩看護師が指

導することもあり，そういった場合には新人看

護師の成長具合がほかのスタッフには分かりに

くく，指導時に混乱する可能性があります。そ

のため，状況に応じて新人看護師の教育・指導

の進捗状況を部署内で共有する必要があります。

プリセプターに求められる能力
（スライド❹）

　では，プリセプターについて具体的に話を進

めていきたいと思います。まず，プリセプター

プリセプターの心構え，
教育・学習のポイント

院内活動では，自部署・他部署での教育・相談を担っており，主に実践を通し
ての指導を行う。

済生会滋賀県病院 
　中央手術室 

　手術看護認定看護師　松下翔大
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に求められる能力としては，次のようなものが

挙げられます１）。

・�新人看護職員に教育的にかかわる能力

・�新人看護職員と適切な関係性を築くコミュニ

ケーション能力

・�新人看護職員の置かれている状況を把握し，

一緒に問題を解決する能力

・�新人看護職員研修の個々のプログラムを立案

できる能力

・�新人看護職員の臨床実践能力を評価する能力

　新人看護師も看護師免許を取得した一人の看

護師です。そのため，一方的ではなく，相互的

にかかわっていく必要があります。

　初めは，新人看護師がどのような看護師を目指

しているか把握することが大切です。そのために

は，新人看護師の思いを引き出せる適切なコミュ

ニケーション能力が必要です。その上で，現状

を共有して，目指す看護師像に近づくためにはど

うしたらよいかを共に考えます。いつまでに何を

するかという目標を具体的に設定するのもよい

かもしれません。そうした中で，定期的に新人看

護師の臨床実践能力を把握する必要があります。

そしてその都度，修正しながら目標に向かってい

くことが，新人看護師の成長へとつながります。

プリセプターが 
心がけること（スライド❺）
　プリセプティはプリセプターの分身です。そ

のため，いきなり教えたこと以上の知識や技術

を習得することは困難です。例えば，何かを質

問した時に答えられないこともあると思いま

す。それは，教えた知識や技術が不足していた

り，相手が理解できていなかったり，単純に忘

れていたり，あるいはそもそも教えていなかっ

たりといったことが原因です。

　つまり，プリセプティが答えられない場合

は，教育方法に問題があるのです。

　プリセプティに理解してもらうにはどうした

●❶

●❷

●❸

●❹

●❺

●❻

厚生労働省：新人看護職員研修ガイドライン【改訂版】（平成26年２月）
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リーダーに求められる能力
マネジメントに必要とされる能力 

（スライド❶）

　スライド❶は，マネジメント育成に対する考

え方として，ロバート・Ｌ・カッツが提唱した

カッツモデルを参考に，看護師のマネジメント

階層と求められる能力を図式化したものです。

リーダーに求められる能力には，テクニカル・

スキル，ヒューマン・スキル，コンセプチュア

ル・スキルがあり，マネジメントの階層により

要求されるスキルは変化していきます。マネジ

メントレベルが低階層の中堅看護師（リーダー

看護師）には専門知識や技術を必要とするテク

ニカル・スキルが重要になり，高階層になるほど

コンセプチュアル・スキルの重要性が増します。

マネジメントに必要とされる能力 
（スライド❷）

　テクニカル・スキルは，業務遂行能力や専門

能力と言われています。これは，担当業務に必

要な知識や技術を習得することで獲得できるス

キルです。

　ヒューマン・スキルは，対人関係能力や人間

理解能力と言われています。他者との関係をつ

くるためのスキルであり，組織が協働して働く

上で重要なスキルです。コミュニケーション力

やヒアリング力，交渉力，リーダーシップなど

を指します。

　コンセプチュアル・スキルは，概念化能力と

言われています。状況や構造などを，俯瞰的・

体系的にとらえて概念化することで，知識や情

報を分析し，物事の本質を見極めて対応する能

力です。

リーダーに必要なスキル（スライド❸）

　リーダーには，前述した３つのマネジメント

能力が求められます。専門的な知識や技術であ

るテクニカル・スキルは，施設の研修や部署の

勉強会などでも獲得する機会が多いと思いま

す。一方，ヒューマン・スキルやコンセプチュ

アル・スキルは，人と組織が直面する問題を解

決するために必要なノンテクニカル・スキルで

す。いくらテクニカル・スキルに優れていたと

しても，実際に現場の問題を組織で解決するた

めには，こうしたノンテクニカル・スキルも必

要不可欠となります。

そもそもリーダーとは？
中堅（Proficient）看護師とは 

（スライド❹）

　パトリシア・ベナーは，臨床看護実践の習得

段階を５つの段階に分類し，中堅レベルは「患

者の状況を部分的ではなく，統合的に捉えるこ

とができる。あらかじめ設定された目標に頼ら

なくても，いろいろな側面をみて，その状況に

おいて重要か否かをすぐに判断できる」１）とし

リーダー看護師（中堅看護師）の心構え， 
教育・学習のポイント

社会人経験を経て看護の道へと進み，看護師経験10年目に手術看護認定
看護師資格を取得。現在は，手術看護認定看護師と管理職という２つの立
場から双方の強みを武器に，スタッフが主体的に考え動ける部署への変革
を目指し日々奮闘している。

社会医療法人　誠光会 

淡海医療センター 
手術室　看護師長 

手術看護認定看護師　山田眞己
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ています。中堅看護師はこうした全体の状況を

とらえ，柔軟かつスピーディーに対応できるた

め，リーダーに適した人材と言えます。

「リーダー」という言葉が持つ意味 
（スライド❺）

　話を進める前に，少し立ち戻って考えてみた

いと思いますが，そもそも “リーダー” という

言葉はどのような意味を持っているのでしょう

か。辞書によると，「Lead＝導く・先頭に立つ」

「Leader＝指導者・指揮者」（新クラウン英和

辞典，第５版）とあります。つまり，リーダー

とは人々を指導し，引っ張って，その気にさせ，

スタッフの能力を最大限に発揮させて，その結

果として目標に到達することを目指す人です。

リーダーを担うメリット（スライド❻）

　リーダーを担うメリットには，マネジメント

能力の養成（ノンテクニカル・スキルの開発），

主体性と判断力の構築，個人や部署の問題と課

題の発見，リーダーシップを発揮するチャンス

などが挙げられます。しかし実際には，業務調

整の時にもつい頼みやすい人に依頼してしまっ

たり，リーダーの采配に関して不満の声が気に

なったりすることも少なくないのではないで

しょうか。リーダーとは，その部署において信

頼され責任を果たす存在であるため，自信を

持って行動しましょう。

●❷ ●❺

●❶ ●❹

●❸ ●❻

「Lead＝導く・先頭に立つ」

「Leader＝指導者・指揮者」

（新クラウン英和辞典，第５版）
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