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多く行われており、小さながんの早期発

見が増えています。例えば、CT検診で

発見された、すりガラス陰影（ground-

glassopacity：GGO）は、10～15㎜で精

密検査に回ります。かつては、肺がんは小

さくても切除するのが一般的でしたが、

GGOはそのくらいの大きさだと手術をせ

ずに様子を見る施設が増えてきています。

佐藤先生：外科医としては、病理学的な確
定診断を得るために、なるべく切除したい

ところです。しかし、がんではなく炎症の

可能性があるので、様子を見ても小さくな

らない場合や大きくなる場合は切除する

という決め方もあります。そうした症例の

うち、10年後に切除するのは4割ほどと

いうのが感覚的なイメージです。ただし、

50代、60代の患者さんでは5年以内に手

術が必要になる例が多いので、なるべく

肺の多くの部分を残すために早期に切除

肺がん手術の新技術医療現場最前線

日本人の死因として最も多いがんである肺がん。治療の基本は、がんを小さいうちに切除すること。診断機器の普及と
高性能化で、小さながんの発見は増えているものの、小さながんをなるべく小さく切除するには課題もある。その課題
を克服するべくシュアファインドという新たな機器が開発された。開発者である福岡大学の佐藤寿彦先生と、すでにシュ
アファインドを活用している山形大学の大泉弘幸先生、信州大学の清水公裕先生にその有効性を聞いた。

巻頭特集

する例もあります。その方が回復も早い

ですから。

大泉先生：私が在籍する山形大学医学
部附属病院では極薄い濃度のGGOの

場合、様子を見ておおよそ2年ごとにCT

検査をしています。難しいのはGGOが

多発している症例です。一部の充実部

分、分かりやすく言うと目玉焼きの黄身

のように中心部に充実成分がある場合、

その病変は切除しますが、それ以外の

部分は様子を見る場合があります。ただ

し、手術を繰り返すと癒着がひどくなる

ので、様子を見ている部位でがんが進行

してこないか悩む症例もあります。

清水先生：若い患者さんは10年、20年後
の再発や異時多発もあり得ますから、最

初の手術で肺のボリュームを残しておくこ

と、次の手術を実施しやすい状況を担保

しておくことは大事だと思います。

微小肺がんをより確実により小さく切除微小肺がんをより確実により小さく切除微小肺がんをより確実により小さく切除微小肺がんをより確実により小さく切除
患者さんの未来を見据えた新技術が誕生患者さんの未来を見据えた新技術が誕生

「シュアファインド- SuReFInDシュアファインド- SuReFInD」

Q

切除するかの判断や
タイミングが難しい微小肺がん

微小肺がんの現状について
教えてください。

診断機器の発達で
小さいうちの発見が増加。

佐藤先生：日本において切除される肺が
んのうち、約20％が10㎜以下または微小

浸潤がんや上皮内がんと言われる早期の

肺がんです。手術で切除しなければ統計

に残らないので分かりませんが、切除しな

いような小さいがんを含めたら、もっとあ

るでしょう。

清水先生：日本のCT装置の保有台数は
世界一で、人口100万人あたりの普及

台数も世界一です。そのため、検査が数

A

山形大学医学部
外科学第二講座 准教授

大泉 弘幸 先生

信州大学医学部 外科学教室
呼吸器外科学分野 教授

清水 公裕 先生

福岡大学医学部 外科学講座
呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 教授

佐藤 寿彦 先生
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ハイブリッド手術室やシュアファインドを導入
高機能な設備と多職種の連携で安心を提供

福岡大学病院では、ハイブリッド手術室を設置

し、シュアファインドの活用を開始。より一層高

度な手術の実施が可能になっている。一方で、

効率的な手術室運営を目指して、オペラマスタ

ーとプレミアムキットの活用が進められている。

麻酔科医として手術室の運営を担う秋吉浩三

郎先生に、運営のポイントや今後の見通しを聞

いた。

福岡大学病院では、ハイブリッド手術室を設置

し、シュアファインドの活用を開始。より一層高

度な手術の実施が可能になっている。一方で、

効率的な手術室運営を目指して、オペラマスタ

ーとプレミアムキットの活用が進められている。

麻酔科医として手術室の運営を担う秋吉浩三

郎先生に、運営のポイントや今後の見通しを聞

いた。

新稼働のハイブリッド手術室で
シュアファインドを使用

　福岡大学病院は、特定機能病院、災
害拠点病院、三次救急を行う救命救急
センターとして、九州北部の地域医療
を担っている。臓器移植手術や心臓血
管外科手術などの高難度手術を実施
し、がんのロボット支援手術、スポーツ
外傷などにも幅広く対応している。
　麻酔科医として手術室の運営、安全
管理、感染管理などを統括する秋吉浩
三郎先生は、「さまざまな手術、最先端
の治療や機器を経験できるという点
で、麻酔医には魅力的な環境と言える
でしょう」と語る。
　同院の麻酔科医は約４０名で、そのう
ち約半数が手術室で勤務している。手
術室は14室あり、うち1室はハイブリッ
ド手術室として2020年12月から新た
に稼働開始した。ハイブリッド手術室
は、シュアファインドを活用する肺がん
手術のほか、心臓血管外科手術でも使

われている。
 「大血管のステント手術や大動脈弁
狭窄症の経カテーテル大動脈弁留
置術（transcatheter aortic valve 
implantation：TAVI）だけでなく、整形
外科の脊椎手術、脳外科手術などでも
活用が進められています」（秋吉先生）

　手術件数は、2019年が8,553件。
2020年は新型コロナウィルス感染症
（COVID-19）の影響を受けた。
 「4月ごろに3～4割減となったもの
の、その後持ち直して最終的には年間
約7,700件と、1割程度の減少となり
ました」

ブリブリブリ

病院訪問 シュアファインドの現場 福岡大学病院

福岡大学医学部 麻酔科学 教授
福岡大学病院 臨床工学センター センター長

秋吉 浩三郎先生

ハイブリッド手術室に備えられた最新鋭の血管造影装置シュアファインドの検知装置
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手術室に独自のタスクシフトを導入し
限られた人員と設備で24時間365日対応
～プレミアムキットで業務の平準化を目指し生産性を高める～

24時間365日

断らない救急医療を提供

　長野県松本市の中核病院として、地域

医療を支えている相澤病院。標榜する診

療科は37に及び、さまざまな疾患に対応

する中で、特徴となっているのが救急医

療だ。救急医療を開始した当初から「どん

な救急患者も受け入れ、決して断らない」

現場の取り組みを聞く

という病院の使命のもと、24時間365日

にわたって救急医療を行っている。

　麻酔科医で手術センターセンター長

の小笠原隆行先生は「松本地域におい

て、毎日救急患者を受け入れられる病院

は当院と近隣の大学病院しかありませ

ん。大学病院が三次救急を、当院は二次

救急を担うという棲み分けをし、当院で

対応が難しい患者は大学病院にお願い

する一方、比較的軽症の患者は大学病

院から積極的に受け入れています。当院

で診る症例としては、急性腹症と骨折を

始めとする外傷が多くなっています」と

語る。

　同院で年間に実施する手術件数は約

4,300件。そのうち、約3割を緊急手術

が占める。

 「手術の内訳としては、3分の1が整形

病院訪問 現場の取り組みを聞く 相澤病院

24時間365日「断らない医療」を使命に掲げる相澤病院。その使命を果たすために、手術室運営では緊急手術の受け入れ体制を常に維持24時間365日「断らない医療」を使命に掲げる相澤病院。その使命を果たすために、手術室運営では緊急手術の受け入れ体制を常に維持24時間365日「断らない医療」を使命に掲げる相澤病院。その使命を果たすために、手術室運営では緊急手術の受け入れ体制を常に維持
しておくことが要となっている。限られた手術室とスタッフでそれを可能にしている背景には、タスクシフトなどの手術室運営の工夫があしておくことが要となっている。限られた手術室とスタッフでそれを可能にしている背景には、タスクシフトなどの手術室運営の工夫があしておくことが要となっている。限られた手術室とスタッフでそれを可能にしている背景には、タスクシフトなどの手術室運営の工夫があ
る。手術室で行われてきた改善活動について、手術センターと購買管理課に聞いた。る。手術室で行われてきた改善活動について、手術センターと購買管理課に聞いた。る。手術室で行われてきた改善活動について、手術センターと購買管理課に聞いた。

手術センター看護科科長

宮島 誠さん  

手術センターセンター長

小笠原 隆行先生  

手術センター手術アシスタント

青木 夕華さん

財務部購買管理課

近藤 勇人さん  

手術センター看護師

小松 正典さん  

手術センター看護師

百瀬 昂汰さん  
財務部統括副部長 購買管理課 課長

丸山 潤一さん  
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外科、3分の1が外科、3分の1がその他

の科となっています」（小笠原先生）

　手術件数は、新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）の流行に伴い、一時的

に減少したものの、現在では例年と変わ

らない実施状況だという。

　コロナ禍でも通常通りの医療を提供し

ていく上で、購買管理課では在庫管理の

見直しを行った。

 「スペースが限られていることから、これ

まではできるだけ在庫を持たないという

方針でした。しかし、COVID-19の発生

以降、医療用物資が安定的に供給され

ない状況を経験し、現在は感染対策に不

可欠な個人防護具を中心に、安定供給

できるメーカーへの見直しや、備蓄にも

取り組んでいます」（丸山課長）

手術室運営のポイントは

緊急手術への対応

　現在、手術センターの手術室数は8部

屋。限られた部屋数で救急患者を24時

間365日受け入れることが可能なのは、

手術センターによる徹底した管理・運営

の賜物だという。

 「いつでも緊急手術に対応できるように

病院訪問 現場の取り組みを聞く 相澤病院

「以前は診療科ごとに割り当てられた手

術枠は、その診療科のものという意識が

強くありました。今では、手術室は病院全

体の共有施設であるという意識に変わ

り、緊急手術が入ったときには手術セン

ターの指示に従って、臨機応変に部屋を

変更することが可能になっています」（小

笠原先生）

　手術センターでは、手術室の稼働状況

を常に把握し、「今、緊急手術の要請が

あったらどうするか」を考えて、空けられ

る部屋の当たりをつけているという。

「例えば30分以内にどの部屋が空くの

か把握しておき、しばらく手術室が空か

ない状況の時には、救急患者がいないか

確認してから手術を開始するようにして

います。場合によっては、救急センターに

連絡し、近隣の大学病院で受け入れが

可能かを確認してもらうこともあります」

（小笠原先生）

タスクシフトの一環として

手術アシスタントを新設

　手術センターには現在、麻酔科医5名、

看護師31名（うち手術室専属27名、麻酔

回復室専属4名）、手術アシスタント5名、

するには、手術室の状況もスタッフの働

き方も常に余裕がなければなりません。

しかし、以前は午前中に手術が少ない一

方で、午後に手術が集中し、20時近くま

で手術が終わらないことが常態化してい

ました。そのため、救急患者が増えてくる

夜間の体制としては不十分でした」（小

笠原先生）

　そこで、午前中の手術を増やすべく、

外来の体制を変更するよう、外科医に理

解を図りながら院内で調整。例えば、以

前は平日の午前中に週5日行っていた外

来は、週3日の朝から夕方までとし、週2

日は外来を行わず朝から手術を始めると

いう体制に変わった（図-1）。その結果、

予定手術は17時頃までに終了し、救急

患者の多い夜間の受け入れ体制に余裕

が生まれた（図-2）。

 「予定手術を夕方までに終わらせる仕組

みを作ったことで、スタッフが定時で仕

事を終えられる環境が整いました。限ら

れた数のスタッフで24時間365日患者

を受け入れることができる大きな要因に

なっています」と手術センターの宮島誠

看護科長は語る。

　こうした改革を通じて、手術枠に対す

る考え方も変わってきたという。

図-1  ある診療科の外来と手術枠の変更イメージ
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倉敷中央病院の手術室では、約10年

前から資材部資材課の事務職員が一

部の手術準備を担当。近年は、手術材

料の配盤（展開）業務を資材課の職員

が行うなど、看護師業務のタスクシフ

トが進められている。また、プレミアム

キットを導入し、手術準備を中心とした

看護師業務のさらなる改善も計画され

ている。どのようにタスクシフトを進

め、今後はどのような改善を目指して

いるのか、資材部の和田部長と髙谷課

長に聞いた。
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め、今後はどのような改善を目指して

いるのか、資材部の和田部長と髙谷課

長に聞いた。

～キットの活用で手術準備を効率化し、事務職が看護師業務をサポート～

COVID-19の流行の中
年間約1万3,000件の手術を行う

　岡山県西部の中核病院として救命救
急医療や高度先進医療を始めとした高
度急性期医療を実践する倉敷中央病
院。同院の手術センターは、手術件数の
増加に合わせて増築を重ね、現在は1棟
手術センター10室、3棟手術センター
19室の計29室を運用し、年間約1万
3,000件の手術を行う。
　昨年来の新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の流行拡大によって、多
くの病院で患者数や手術件数が減少し
たが、倉敷中央病院では手術件数に大
きな変化は見られなかったという。
 「COVID-19の影響により、耳鼻科や
整形外科の手術件数は大幅に減少しま
した。その一方で、院内の体制変更等に
よって眼科の手術件数が大幅に増加し
たため、手術件数全体で見ると大幅な
増減は出ていません」（和田部長）

感染制御室と密に連携して
PPE関連を各部署に安定供給

　コロナ禍においては、とりわけ流行拡
大初期にマスクやガウン、手袋などPPE
関連が不足し、マスク不足については医
療現場のみならず社会問題にもなった。
その点、髙谷課長は、「PPEについては、
コロナ禍以前から3カ月分の在庫を備蓄
していたことに加え、追加の備蓄に早め
に動いたため、大きな混乱は生じません
でした」と語る。
　しかし、COVID-19の影響が長引く
中で、PPE不足への懸念は続いた。そこ
で、資材課では感染制御室と連携してさ
まざまな取り組みを実施し，現在に至っ
ている。
 「COVID-19の流行が拡大し始めた当
初は週に1回、現在は2週間に1回、感染
制御室とPPE関連に特化したミーティン
グを実施しています。その中で、現在の
需給状況や使用規制の要否等について

密に話し合えることは、我々としても助
かっていますし、院内の安定供給にも非
常に役立っています」（和田部長）
　資材の調達方法にも影響を及ぼした。
「医療材料の調達について、海外品の占
める割合が増えていた医療機関では、
供給が滞って苦労したという話も聞い
ています。そのため、より安定したサプラ
イソースへの見直しも必要であると考え
ています」（和田部長）

資材課職員が手術センターで
手術準備や配盤業務を担当

　倉敷中央病院の資材課は、院内の各
部署で使用する医療材料の発注・管理・
補充等を行うだけでなく、手術室の準
備業務にも積極的にかかわっている。
　中心となるのが手術材料の準備で、
3種類のカートの作成・配置を行なっ
ている。1つ目が患者さん１人ひとりに
合わせて用意する「個人カート」で、対

病院訪問 現場の取り組みを聞く 倉敷中央病院

資材部資材課

髙谷 あずさ課長

資材部

和田 龍夫部長  

15

この文章はダミーです。文字の大

調査による課題の見える化を経て
タスクシフトで安心安全の資材運用へ
調査による課題の見える化を経て
タスクシフトで安心安全の資材運用へ

倉敷中央病院の手術室では、約10年

前から資材部資材課の事務職員が一

部の手術準備を担当。近年は、手術材

料の配盤（展開）業務を資材課の職員

が行うなど、看護師業務のタスクシフ

トが進められている。また、プレミアム

キットを導入し、手術準備を中心とした

看護師業務のさらなる改善も計画され

ている。どのようにタスクシフトを進

め、今後はどのような改善を目指して

いるのか、資材部の和田部長と髙谷課

長に聞いた。

倉敷中央病院の手術室では、約10年

前から資材部資材課の事務職員が一

部の手術準備を担当。近年は、手術材

料の配盤（展開）業務を資材課の職員

が行うなど、看護師業務のタスクシフ

トが進められている。また、プレミアム

キットを導入し、手術準備を中心とした

看護師業務のさらなる改善も計画され

ている。どのようにタスクシフトを進

め、今後はどのような改善を目指して

いるのか、資材部の和田部長と髙谷課

長に聞いた。

～キットの活用で手術準備を効率化し、事務職が看護師業務をサポート～

ことで、スムーズな手術室運営が行わ
れているように思われていたが、実はさ
まざまな課題が隠れていた。それらの
課題を“見える化”したのが、ホギメディ
カル社の業務量調査だった。
　調査結果の1つが手術材料の返却率
で、小物セットの84.3%、手袋セットの
81.1％、雑品BOXの67.3%が使用さ
れずに返却され、その確認・補充にもか
なりの時間を要していた（図-1）。
 「まず、短期間の調査にもかかわらず、
多くのデータを細かく整理・分析されて
いたことに驚きました。そして、手術材
料の供給体制については一定程度満
足していた部分もあったのですが、返
却率等のデータを見て手術室改革の
必要性を感じ、オペラマスターを導入
することにしました」（和田部長）
　手術材料は、ドクターや看護師から
の指示をもとにして準備しているため、
たとえ無駄になっていると分かっても、
資材課が独自の判断で減らすわけに
はいかない。
 「業務量調査のおかげで無駄になって
いることをしっかりとしたデータで示せ

極板や注射針などの小物セット、ガー
ゼや綿棒などの雑品BOX、シーツや
ガウン類などをカートにまとめる。2つ
目が、診療科ごとに共通して使用する
材料をまとめた「診療科カート」。3つ目
が、全身麻酔で使用する材料をまとめ
た「全身麻酔カート」。これらの材料を
保管されている棚から1つひとつピック
アップしてカートにまとめる。
　術後は3つのカートの返却品を確認
して、棚に戻したり補充したりする作業
を行う。
　さらに、2017年からは、一部の診
療科で手術材料を器械台に並べる配盤
（展開）業務も行っている。
 「もともとは、2017年に手術室看護師
の人員が減ったことがきっかけでした。
当初は、その対応として看護師から『眼
科のキットを導入してほしい』という要
望があったのですが、眼科のキットは内
容物が少ないため、キットを導入しても
大きな費用対効果は望めないと判断し
ました。そこで、従来から手術室には10
名前後の資材課職員が常駐して手術準
備を行っていたので、その人員の中で配

盤業務を行えば看護師の業務を補える
のではないかと考えました」（高谷課長）
　最初の段階では眼科を担当するは
ずだったが、「最も難易度の高い診療
科の準備ができれば、他の診療科もで
きる」という看護師の意見もあり、心臓
血管外科からスタート。現在は耳鼻科
と眼科を加えた3診療科の配盤業務を
担当している。
　取り組みを始めた当初について、髙
谷課長は「手術室に常駐しているとは
いえ、我々は事務職員ですので知識は
限られています。そのため、初めは看護
師さんに立ち会ってもらいながら、新人
看護師と同様のカリキュラムで教育を
受けた上で、OJTを繰り返しました。経
験のない配盤業務を覚える資材課の職
員も大変だったと思いますが、教育やマ
ニュアルの作成を担当した看護師もか
なり苦労されたと思います」と振り返る。

ホギメディカル社の業務量調査で
手術室の課題が浮き彫りに

　資材課が手術室業務の一端を担う

図-1  資材課の業務の中で無駄が多かった材料準備と片付け
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返却率84.3%

対極板 2枚
注射針類 各2本
滅菌ディスポトレー 1枚
プラスチック手袋各種 3枚
プラスチックガウン 1枚
アイシールド 5枚
液体防護マスク 3枚

返却率が高かった小物セット

返却率39.3%

設定術式で使用されそうなものを
ジップロックにパックして保管。
パック術式名と同じ術式が行われて
もほとんど使用されずに返却される
ことがある。
パック詰めする内容明細を見ながら
入ってないものを探して補充する。

個人カートにセットされていたパック

返却品
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［手術看護に生きる］今、手術看護師に求められるもの

これからの手術室看護
手術看護に生きる

薬剤師 外来看護師

医　師 麻酔科医

栄養士病棟看護師

患者

家族

手術室
看護師

手術患者に安全と安心を
提供する手術室看護師
　手術室看護師は、病棟や外来看護師と
異なり、手術室で麻酔下の患者さんに関わ
ることから、“看護がない”と言われること
もあります。しかし、それは大きな誤解です。
看護師の使命は、患者さんの安全の確保
と安心を提供すること。手術を受ける際に
は誰もが不安になりますが、手術室看護師
は安心して安全な手術を受けてもらえるよ
うに、術前、術中、術後に渡って患者さん
と関わり、寄り添っています。
　一見、“看護”には見えない「器械出し」
も、患者さんの安全を担保するための重要
な業務であり、それが安心を提供するため
の立派な“看護”だといえます。

患者が抱える不安を
見える化する

　手術室看護師は、手術室内のみが仕事
の場と思われがちですが、手術を成功させ
るためには術前、術後の周手術期を通して
患者さんに関わることが大切です。
　なかでも重要なのが、術前の患者さんへ
の関わりと信頼関係の構築です。手術を前
にした患者さんが感じる不安はとてつもな
く大きい。手術に慣れた看護師は特にそれ
を忘れがちです。ただ単に「大丈夫です
よ」と励ますだけでは、患者さんはむしろ
自分の気持ちは理解されていないと感じた
り、逆に不安を募らせることにもなりかね
ません。それを防ぐには、しっかりと患者さ
んと寄り添って話し、患者さんの不安や恐
怖の根底にあるものを「見える化」するこ
とが求められます。
　数年前の夏、食道がんの手術を明日に
控えた患者さんが病院の入り口で外を眺
めているのに出会ったことがありました。
何の気なしに声をかけてみると、「この景
色を見るのも今日が最後になるかもしれな
い」と気持ちを語ってくれました。このケー
スでもわかるように、手術室看護師は、
まずは患者さんが手術に対してどれだけ不
安な思いでいるのかということを十分に理
解しておくことが大切です。
　一方、患者さんの不安を見える化できれ
ば、その不安を軽減することができます。
例えば、事前の話し合いで患者さんが麻酔
に対して不安を抱いていることがわかれば、
麻酔をかけてから醒めるまでの流れを細
かく説明したり、時にはビデオを使って解

説することができます。また、術後にしび
れなどが起こらないように体位を変換して
マッサージすること、寒くないように手術
室の温度を温めておくことなど、術中にも
きめ細かい看護を行うことを説明すれば、
患者さんの安心につながるのです。

事前のアセスメントで
合併症などもチェック

　近年、手術の前日入院や当日入院も増
加しています。そうした状況下では、病棟
看護師が患者さんに十分関われないこと
も少なくありません。そのため、手術室看
護師は、手術が決まったらすぐに患者さん
と関わることが大切です。
　その際に、患者さんの全身状態を把握
することも大きな役割です。生活習慣病や
義歯の有無、内服薬の確認などは、医師
や外来看護師も確認しますが、手術室看
護師も手術室の立場から見落としがないか
どうか改めて患者さんから話を聞き出す力
が必要になります。
　例えば、糖尿病患者さんの「片足だけが
冷たく何をしても温かくならないし、足の
太さが左右で違う」といった話から、追跡
検査を行った結果かくれ血栓（深部静脈
血栓症）に気づいた症例もあります。
　また、内服薬についても、ワルファリンな
どの抗凝固薬はもちろんのこと、それ以外
の薬やサプリメントについての服用の確認
も手術室看護師が行うべきことの一つで
す。手術直前に総合感冒薬を服用していた
りすることで、手術直前に中止になった事
例があります。
　患者さんは手術を受けるというだけで緊
張するため、必要な事柄を言い漏らしたり、
勘違いをすることも少なくありません。特
に義歯や人工内耳については、十分な確認
が必要です。患者さん自身は「義歯」とい
う認識がなく日ごろ過ごしているため、手
術前の申告で自歯であっても実は義歯とい
うケースがあります。気づかずに手術にな
れば、麻酔の際に外れることもあります。
また、術後の感染症対策として、術前に口
腔ケアを行うケースもあり、その際には歯
科衛生士との連携も重要です。
　人工内耳についても、難聴により耳の手
術を行ったことのある方の中には、自分が
人工内耳を使用していることを忘れている
人もいます。「人工内耳を入れていますか」
といった直接的な質問だけでなく、「耳の
中に機械を入れている手術をしたことはあ

りませんか」といった間接的な質問により、
こちらが求める答えを話してもらう「引き
出し力」が手術看護師には求められます。

患者とともに手術室で
シミュレーションも

　手術室看護師は、患者さんからの聞き取
り以外にも術前の仕事があります。
　使用する手術器械・機材がすべてそろっ
ているか、それらがマニュアル通りに並べ
てあるか、滅菌ができているか、などの業
務です。その場合も、単に指示された通り
に準備するだけでは足りません。
　例えば、開腹手術が２回目の患者さんで、
癒着があることが予測される場合には、
腹腔鏡下手術が計画されていても、開腹
手術に移行できるような準備も必要です。
多くは医師からの指示がありますが、それ
がない場合でも、先を読みながら積極的
に医師に確認することが重要です。
　また、私がもと務めていた昭和大学病
院の本院では、乳がん患者を対象にした術
前外来を設け、病棟・外来・手術室看護師、
医療クラーク・医師が連携し、術前オリエ
ンテーションを行っていました。手術室の
ビデオを見せながら一連の流れを確認して
もらったり、それを踏まえて不安な点を話
してもらったりすることで、患者さんの手
術に対する理解を深めてもらいます。
　症例によっては、実際に術前に患者さん
さんに手術室に入ってもらうこともありま
す。患者さんに手術台に寝てもらいながら、
どの体勢なら体の痛みを感じないか、どの
程度の時間なら同じ姿勢でもしびれなど
が出ないのか、どういった体位変換ならス
ムーズに行えるのか、どのドレーブ材を使
えばよいか、などを細かくシミュレーション
できます。シミュレーションを確認すること
で、看護師の業務がしやすくなるばかりで
なく、患者さんも「自分が意識のない手術
台の上で何がしてもらえるのか」がわかる
ため、より安心できます。

麻酔下で会話のできない
患者の代弁者となる

　術中は、手術の進行状況を常に把握し、
先を読みながら正確、迅速に器械出しを
行います。さらに、必要に応じて患者さん
の体をマッサージしたり、適切な体勢に体
位変換したりすることで、術後にしびれや
麻痺、褥瘡などが起こらないようにケアす
るのも大きな業務です。

看護師の専門性を生かしながら
患者さん目線の安全な手術室へ
～医師からのタスクシフトと看護師からのタスクシフト～

古島 幸江 先生

自治医科大学看護学部講師
日本手術看護学会指名理事

山崎 桂 師長

聖マリアンナ医科大学病院
手術部

貝沼 純 副師長

福島県立医科大学附属病院
手術部

日々新しい技術が導入される手術室において高い専門性が求められる手術室看護師。
多岐に渡る手術関連業務をこなしながら、知識のアップデートにも対応するなど、多忙
な日々を送っている。そうした中、麻酔科医の業務の一部を看護師が担うことや、逆に
看護師の業務の一部を無資格者に移譲することなど、手術看護のあり方について議論
が行われている。そこで今回は、看護師を育てる教育者の立場と、現場を指導する管理
者の立場で、手術室看護師の特性や今後のあり方について、Web座談会で広く議論し
ていただいた。

手術室看護師の“対応力”は
日々の業務の中で磨かれる

鬼頭：COVID-19の流行が長期化してい

ます。手術室の状況を教えてください。

貝沼副師長：感染拡大当初は手探り状

態でしたが、徐々に感染対策や手術のフ

ローを整えていき、比較的早い段階で陽

性患者の手術でも安全に対応できるよう

になりました。

山崎師長：当院でも、現在は感染対策を

しながら安全に手術が行えています。一

方で、複数の手術室看護師が濃厚接触者

として自宅待機になった際に、他のスタッ

フから不満が出ないように心理的なケア

を要することがありました。古島さんは、

教育者としてCOVID-19にかかわる医療

従事者の心理的なケアについて、何か取

り組まれましたか。

古島先生：本学を卒業した新人看護師

は、2020年4月7日に発出された緊急事

態宣言の影響でオリエンテーションを受

けられない時期があり、その際にビデオ

会議ソフトやメール、SNSで相談に乗りま

した。そこでは、地道に一歩ずつ進んでい

くしかないということ、怖いときは怖いと

株式会社ホギメディカル 営業管理部 主任

鬼頭 佳代
済生会横浜市東部病院手術室をはじめ、国内
の病院で手術室看護師として勤務。国境なき医
師団からの派遣で、アフリカ、アジア、中東の国に
おいてOTナースとしても活動。2015年よりホギメ
ディカルにて全国の医療施設の手術室で改善
活動などに従事。
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［手術看護に生きる］今、手術看護師に求められるもの

これからの手術室看護
手術看護に生きる

薬剤師 外来看護師

医　師 麻酔科医

栄養士病棟看護師

患者

家族

手術室
看護師

手術患者に安全と安心を
提供する手術室看護師
　手術室看護師は、病棟や外来看護師と
異なり、手術室で麻酔下の患者さんに関わ
ることから、“看護がない”と言われること
もあります。しかし、それは大きな誤解です。
看護師の使命は、患者さんの安全の確保
と安心を提供すること。手術を受ける際に
は誰もが不安になりますが、手術室看護師
は安心して安全な手術を受けてもらえるよ
うに、術前、術中、術後に渡って患者さん
と関わり、寄り添っています。
　一見、“看護”には見えない「器械出し」
も、患者さんの安全を担保するための重要
な業務であり、それが安心を提供するため
の立派な“看護”だといえます。

患者が抱える不安を
見える化する

　手術室看護師は、手術室内のみが仕事
の場と思われがちですが、手術を成功させ
るためには術前、術後の周手術期を通して
患者さんに関わることが大切です。
　なかでも重要なのが、術前の患者さんへ
の関わりと信頼関係の構築です。手術を前
にした患者さんが感じる不安はとてつもな
く大きい。手術に慣れた看護師は特にそれ
を忘れがちです。ただ単に「大丈夫です
よ」と励ますだけでは、患者さんはむしろ
自分の気持ちは理解されていないと感じた
り、逆に不安を募らせることにもなりかね
ません。それを防ぐには、しっかりと患者さ
んと寄り添って話し、患者さんの不安や恐
怖の根底にあるものを「見える化」するこ
とが求められます。
　数年前の夏、食道がんの手術を明日に
控えた患者さんが病院の入り口で外を眺
めているのに出会ったことがありました。
何の気なしに声をかけてみると、「この景
色を見るのも今日が最後になるかもしれな
い」と気持ちを語ってくれました。このケー
スでもわかるように、手術室看護師は、
まずは患者さんが手術に対してどれだけ不
安な思いでいるのかということを十分に理
解しておくことが大切です。
　一方、患者さんの不安を見える化できれ
ば、その不安を軽減することができます。
例えば、事前の話し合いで患者さんが麻酔
に対して不安を抱いていることがわかれば、
麻酔をかけてから醒めるまでの流れを細
かく説明したり、時にはビデオを使って解

説することができます。また、術後にしび
れなどが起こらないように体位を変換して
マッサージすること、寒くないように手術
室の温度を温めておくことなど、術中にも
きめ細かい看護を行うことを説明すれば、
患者さんの安心につながるのです。

事前のアセスメントで
合併症などもチェック

　近年、手術の前日入院や当日入院も増
加しています。そうした状況下では、病棟
看護師が患者さんに十分関われないこと
も少なくありません。そのため、手術室看
護師は、手術が決まったらすぐに患者さん
と関わることが大切です。
　その際に、患者さんの全身状態を把握
することも大きな役割です。生活習慣病や
義歯の有無、内服薬の確認などは、医師
や外来看護師も確認しますが、手術室看
護師も手術室の立場から見落としがないか
どうか改めて患者さんから話を聞き出す力
が必要になります。
　例えば、糖尿病患者さんの「片足だけが
冷たく何をしても温かくならないし、足の
太さが左右で違う」といった話から、追跡
検査を行った結果かくれ血栓（深部静脈
血栓症）に気づいた症例もあります。
　また、内服薬についても、ワルファリンな
どの抗凝固薬はもちろんのこと、それ以外
の薬やサプリメントについての服用の確認
も手術室看護師が行うべきことの一つで
す。手術直前に総合感冒薬を服用していた
りすることで、手術直前に中止になった事
例があります。
　患者さんは手術を受けるというだけで緊
張するため、必要な事柄を言い漏らしたり、
勘違いをすることも少なくありません。特
に義歯や人工内耳については、十分な確認
が必要です。患者さん自身は「義歯」とい
う認識がなく日ごろ過ごしているため、手
術前の申告で自歯であっても実は義歯とい
うケースがあります。気づかずに手術にな
れば、麻酔の際に外れることもあります。
また、術後の感染症対策として、術前に口
腔ケアを行うケースもあり、その際には歯
科衛生士との連携も重要です。
　人工内耳についても、難聴により耳の手
術を行ったことのある方の中には、自分が
人工内耳を使用していることを忘れている
人もいます。「人工内耳を入れていますか」
といった直接的な質問だけでなく、「耳の
中に機械を入れている手術をしたことはあ

りませんか」といった間接的な質問により、
こちらが求める答えを話してもらう「引き
出し力」が手術看護師には求められます。

患者とともに手術室で
シミュレーションも

　手術室看護師は、患者さんからの聞き取
り以外にも術前の仕事があります。
　使用する手術器械・機材がすべてそろっ
ているか、それらがマニュアル通りに並べ
てあるか、滅菌ができているか、などの業
務です。その場合も、単に指示された通り
に準備するだけでは足りません。
　例えば、開腹手術が２回目の患者さんで、
癒着があることが予測される場合には、
腹腔鏡下手術が計画されていても、開腹
手術に移行できるような準備も必要です。
多くは医師からの指示がありますが、それ
がない場合でも、先を読みながら積極的
に医師に確認することが重要です。
　また、私がもと務めていた昭和大学病
院の本院では、乳がん患者を対象にした術
前外来を設け、病棟・外来・手術室看護師、
医療クラーク・医師が連携し、術前オリエ
ンテーションを行っていました。手術室の
ビデオを見せながら一連の流れを確認して
もらったり、それを踏まえて不安な点を話
してもらったりすることで、患者さんの手
術に対する理解を深めてもらいます。
　症例によっては、実際に術前に患者さん
さんに手術室に入ってもらうこともありま
す。患者さんに手術台に寝てもらいながら、
どの体勢なら体の痛みを感じないか、どの
程度の時間なら同じ姿勢でもしびれなど
が出ないのか、どういった体位変換ならス
ムーズに行えるのか、どのドレーブ材を使
えばよいか、などを細かくシミュレーション
できます。シミュレーションを確認すること
で、看護師の業務がしやすくなるばかりで
なく、患者さんも「自分が意識のない手術
台の上で何がしてもらえるのか」がわかる
ため、より安心できます。

麻酔下で会話のできない
患者の代弁者となる

　術中は、手術の進行状況を常に把握し、
先を読みながら正確、迅速に器械出しを
行います。さらに、必要に応じて患者さん
の体をマッサージしたり、適切な体勢に体
位変換したりすることで、術後にしびれや
麻痺、褥瘡などが起こらないようにケアす
るのも大きな業務です。

看護師の専門性を生かしながら
患者さん目線の安全な手術室へ
～医師からのタスクシフトと看護師からのタスクシフト～

古島 幸江 先生

自治医科大学看護学部講師
日本手術看護学会指名理事

山崎 桂 師長

聖マリアンナ医科大学病院
手術部

貝沼 純 副師長

福島県立医科大学附属病院
手術部

日々新しい技術が導入される手術室において高い専門性が求められる手術室看護師。
多岐に渡る手術関連業務をこなしながら、知識のアップデートにも対応するなど、多忙
な日々を送っている。そうした中、麻酔科医の業務の一部を看護師が担うことや、逆に
看護師の業務の一部を無資格者に移譲することなど、手術看護のあり方について議論
が行われている。そこで今回は、看護師を育てる教育者の立場と、現場を指導する管理
者の立場で、手術室看護師の特性や今後のあり方について、Web座談会で広く議論し
ていただいた。

周りの人に言っても大丈夫ということを伝

えました。

鬼頭：手術件数への影響はありますか。

貝沼副師長：急を要しない手術は延期

したこともあり、2020年の手術件数は

1,500件程度減少しました。

山崎師長：2020年4〜5月は手術制限

を行ったため大幅に件数が減少しました

が、その後は元に戻り、2020年は前年比

で1,000件程度の減少となりました。現在

（2021年5月中旬）は、病院の方針として

積極的に手術を実施しており、手術室は

フル稼働の状態です。

　手術制限を行っている間、手術室看護

師は発熱外来等の他の部署を担当するこ

ともあったのですが、抵抗感なく柔軟に

対応できていました。また、手術室内にお

けるCOVID-19対策についてもスムーズに

実施できた印象があります。これからも

感染状況に応じた臨機応変な対応が求め

られると思いますが、手術室看護師であ

れば問題ないだろうと思っています。

古島先生：何事にも臨機応変に対応でき

るのは、手術室看護師の特徴の1つだと考

えているのですが、そうした対応力を備え

ている理由はどこにあると思いますか。

山崎師長：手術室看護師は、各診療科の

手術でさまざまなリクエストを受けます

が、そこで「できません」と言ってしまった

ら手術が進まなくなります。手術を円滑

に進めていくために、どうすればリクエス

トに応えられるかを考えることが習慣化

していて、日々の業務の中で対応力が鍛

えられているのではないかと思います。

貝沼副師長：我々の施設でも、手術室

看護師が病棟へのサポートに出ることが

ありますが、病棟経験の有無にかかわら

ず、柔軟に対応できている印象がありま

す。手術室看護師は、あらゆる診療科の

あらゆる術式に対応するだけでなく、緊

急事態への対応も必要になりますので、

山崎さんのおっしゃる通りで、どのような

状況でも対応できるスキルが自然と磨か

れているのだと思います。

教育では“本人の気づき”が
主体的な学びの原動力になる

古島先生：私も同じ考えで、手術室看護

師の対応力は経験によって培われるもの

だと感じています。そこで課題となってく

るのが、経験の少ない新人看護師の教育

だと思うのですが、お2人の施設ではどの

ような教育をされていますか。

貝沼副師長：我々の施設では、教育体制

やマニュアル、ツールを整えてきていま

すが、そういったものに加えて、コミュニ

ケーションを非常に重視しています。例え

ば「新人の○○です。本日はよろしくお願

いします」というあいさつもその1つです。

当たり前のことではありますが、新人のう

ちから基本のあいさつを徹底していくこ

とが、経験を積み重ねた後も対人関係を

構築する力の源になると思っています。

古島先生：私も貝沼さんと同じように考

えていて、あいさつや自己紹介は自分が

知らないコミュニティに参画する入り口に

なるものだと思います。特に手術室看護

師の場合は、担当する診療科や執刀医が

そのつど変わるため、新しい状況にうま

く入り込んでいく上で、あいさつやコミュ

ニケーションはとても大切だと思ってい

ます。

山崎師長：私たちが新人の頃の教育は

「見て、覚えてください」でしたが、今は

器械も術式も多様化していて、覚えなけ

ればいけない知識や技術も増えているの

で、新人教育は時間がかかりますし、より

丁寧に教育する必要があると思っていま

す。私たちの施設では、チェックリストを

活用して、何ができているのか、何ができ

ていないのかを客観的に評価しながら、

看護師が自信を得たり、気づきを得たり

できるようにしています。

古島先生：教育者として日々、学習者と接

しているなかで、学習者が主体的に学ぶ

ための原動力になるのは“本人の気づき”

以外にないと強く感じています。チェック

リストをうまく活用することで、教育に効

果的なだけでなく、やりがいにもつながっ

ていくのではないかと思います。

貝沼副師長：当院でも新人の教育に

チェックリストを活用しています。チェッ

クリストは、学習課題を明確にするだけ

でなく、評価ツールとしても役立っていま

す。また、指導する側にとっても、指導内

容や評価基準の統一という点で有用だと

考えています。

鬼頭：古島先生は、教育者として新人に

対する情報発信の重要性について、どの

ようにお考えでしょうか。

古島先生：新人教育において、マニュアル

やチェックリストによる業務プロセスの

可視化は非常に重要だと思います。その

一方で、マニュアル等だけですべての看護

ができるわけでなく、それらの背景にあ

る共通の意識のようなものを臨床の中で

体得していくことが重要になります。その

ためには、ただ情報を発信するだけでな

く、それぞれの看護師がとらえた情報を

臨床に生かしていく場面で手を差し伸べ

る必要があると考えています。常々、学生

を見ていると、みんな教科書を読んで知

識はあるけど、目の前の患者さんに応用

できないという場面が見受けられます。

そこで、少しだけコツを教えると、あっと

いう間にできるようになりますね。

山崎師長：新人看護師の場合、業務の振

り返りを行った際に、1つひとつの行動の

意味を教えていくと、成長速度が格段に
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清潔保持の観点を背景に

直前展開の導入へ

直前展開を導入することになった

背景の1つに、滅菌物の清潔保持の

観点がある。米国周手術期看護師協

会（AORN）のガイドラインでは、滅菌

物は手術開始まで監視するべきである

と定められている。つまり、滅菌済み

である手術材料は、使用直前に清潔

野へ展開することが望ましく、手術室

看護師は滅菌状態が破綻しないよう

監視する役割がある。

　従来、聖路加国際病院の手術室で

は、患者入室前に滅菌物を開封して

おり、滅菌物を監視できていない時

間があった。そこで、プレミアムキッ

トの導入を機に、患者入室後に滅菌

物を開封し、器械展開を行う“直前展

開”を導入することにした（図-1）。

　方法としては、器械出し看護師と展

開介助を行う看護助手の2人体制と

し、患者入室時間に介助者が滅菌物

の開封を始め、同時に器械出し看護

師は手洗いを開始。ガウン装着後は、

介助者が滅菌物の開封を行うのと並

行して、器械出し看護師が器械展開

を行うようにした。

 事前に調査を行い
懸念材料を払拭

直前展開の導入にあたって懸念され

たのは、「介助者の不足」と「滅菌物の

開封を遅らせることで展開作業が間に

合うかどうか」だった。そこで、それぞれ

について調査を行った。まず、展開介助

を行う看護助手の業務量調査を実施。

看護助手は展開介助以外にも手術準

備にかかわる多くの作業を行っている

が、業務の30％はフレキシブルに動け

る状態にあることが分かり、現在の介

  
聖路加国際病院のプレミアムキット導入後

助者数で運用が可能と判断した。

　併せて介助者の業務効率を図るため

に、対応内容を整理した。従来は、各

部屋の展開準備中に追加物品の開封や

ダブルカウントを行うために看護助手

が複数回呼ばれ、介助者側に負担が掛

かっていた。しかし、プレミアムキットの

設計を工夫し、カウントが必要な材料を

まとめたセット（カウントセット）を作成

したことで、介助回数が1度で済むよう

になり、介助者側の業務効率が改善し

た。

　次に、診療科ごとの器械展開に要

する時間と、患者入室から麻酔を導入

して手術を始めるまでの時間を調査。

201８年からプレミアムキットを導入してきた聖路加国際病院の手術室では、プレミアムキッ

トの特性をさらに生かすべく、手術材料の患者入室後展開（直前展開）を採用。より安全で

効率的な器械展開を実現している。新たな運用を始めるにあたって、どのようにスタッフへ

の理解を深めたのか、直前展開によってどのようなメリットが得られたのか、手術室の取り

組みを紹介する。

患者入室後の器械展開を導入し
安全でスムーズな材料準備を実現
～プレミアムキットを最大限に生かし、清潔保持を意識した展開法～
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［手術看護に生きる］これからの手術室看護 After Report

［図-1］器械展開方法の変化
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第35回 日本手術看護学会年次大会が開催INFORMATION

　今回も、前回と同様にオンラインでの開催です。テーマは、あらた

めて手術室看護師は患者さんのために何ができるのか、何をすべき

なのか、そんな思いが込められています。現在、手術室看護師関連

の資格として、手術看護認定看護師、実践指導看護師、周術期管理

チーム看護師、術中麻酔管理領域の特定行為研修修了者、周麻酔

期看護師、高度実践看護師など、数多くあります。しかし現状は、そ

れぞれの有資格者が手術室の中でどのような役割を果たすべきなの

か、模索している状況と言えそうです。手術看護の質向上のために、

有資格者が持つスキルをどのように生かすかが課題になっています。

　術前から術後に至る周術期の中では、有資格者に加えて多職種が

いかに協働するかが鍵になってきます。そして、周術期のチームで要

になるのが手術室看護師です。管理者やリーダーが手術室のマネジ

メントをするのはもちろんですが、1人ひとりの手術室看護師も担当す

る手術の中では患者さん目線でマネジメントすることが求められま

す。そこで、特別公演として青山学院大学を駅伝の強豪校へと導い

た原晋監督に「チームづくり」について語っていただきます。

　手術室看護師が直面している課題としては、依然として収束の兆

しが見えない「新型コロナウィルス感染症（COVID-19）」があります。

今後、COVID-19とどのように向き合っていけばいいのか、昭和大学

の二木芳人先生からお話を聞きます。COVID-19のパンデミックで

は、医療資源の供給不足が問題になり、マスクやガウンの不足によっ

て手術がままならないという事態も発生しました。医療資源供給の課

題となっている海外依存度の高さなども含めて、医療機関における

「事業継続計画（BCP）」の観点から、感染管理の第一人者である大

阪大学医学部附属病院の高階雅紀先生に解説していただきます。

　視点を変えたところでは、元麻酔科医で現在は宇宙開発研究機構

（JAXA）で宇宙飛行士の健康安全を指導する冨士原亨先生の講演が

あります。宇宙の安全と手術室の安全はどのような部分で通じるとこ

ろがあるのか、注目です。

配信なので全講演の視聴も可能

　シンポジウムでは、看護部長から師長、麻酔科医など周術期チー

ムのメンバーや、手術室看護師のさまざまな有資格者が集まり、それ

ぞれの立場から議論を交わしていただきます。

　シンポジウムの終了後には、情報交換の場としてトークルームが開

かれます。会場開催であれば他施設との交流も学会の醍醐味の一つ

ですが、オンラインではそうもいきません。そこで、日々の悩み相談や

情報共有ができるトークルームを4部屋設け、会場にいるような気分

を味わっていただければと思います。

　今回は配信期間が1カ月以上と、ゆとりを持たせてあります。会場

開催では、時間が重なって見られない講演があるものですが、オンラ

インの場合は全講演を視聴することも可能です。ぜひ、多くの方にご

参加いただきたいと思っています。

名称 主催 特徴

手術看護認定看護師 日本看護協会
看護現場において実践・指導・相談の3つの役割を果たすこと
により、看護ケアの広がりと質の向上を図ることに貢献する。

手術看護実践指導看護師 日本手術看護学会 手術看護の質を保証し、看護師の意欲向上を目的とする。

周術期管理チーム看護師 日本麻酔科学会 周術期における基礎的な教育を受けたことを証明する。

術中麻酔管理領域の
特定行為研修修了者

厚生労働省
看護師が、実践的な理解力、思考力および判断力並びに
高度かつ専門的な知識および技能が特に必要とされる行
為を行うことができる。

周麻酔期看護師 医学系大学院 周麻酔期における看護実践，教育，相談，調整，研究，倫理に関
する看護実践能力を持ち、麻酔管理を安全に実践できる。

高度実践看護師 日本看護系大学評議会
高い専門性と優れた看護実践能力を持つ。専門看護師と
ナースプラクティショナーの2種類がある。

▶ 手術室看護師に関連した制度

シンポジウムⅠ

分　類

シンポジウムⅡ

シンポジウムⅢ

シンポジウムⅣ

教育セミナー

LIVE配信

オンデマンド配信

大会長  今井恵美子 先生

分　類 テーマ・講師

 （敬称略）

LIVE配信期間  2021年10月16日（土）

オンデマンド配信期間 2021年10月16日（土）～11月24日（水）

テーマ   　周術期における手術室看護師の“ちから”－患者を護りささえるために－

大会長   　今井恵美子（日本手術看護学会四国地区会長・愛媛大学医学部附属病院）

プログラム
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配信なので全講演の視聴も可能

名称 主催 特徴

▶ 手術室看護師に関連した制度

シンポジウムⅠ 資格を持つ手術室看護師の役割遂行の現状
　　－最大限に力を発揮するためにどう協働するか－

分　類 テーマ

シンポジウムⅡ 新型コロナウイルス感染症患者の手術を経験して

シンポジウムⅢ 高齢化における周術期外来

手術看護の価値
　　－エキスパートナースからの伝承－

アドボケーターとして患者の最善を考え支えるちから
　　－身近な事例から倫理的課題を考える－

シンポジウムⅣ

教育セミナー

LIVE配信

オンデマンド配信

＊シンポジウムと教育セミナーはLIVE配信ですが、それ以外はオンデマンド配信となります。

これからの看護職の働き方 －就業継続が可能な働き方－
　　熊谷 雅美（前日本看護協会常任理事・済生会横浜市東部病院）

スタッフの強みを生かした手術室看護師育成 －チームの要となるために－
　　今井 恵美子（愛媛大学医学部附属病院）

サーバントリーダーシップ
　　樫原 理恵（聖隷クリストファー大学）

国際宇宙ステーションの運用から学ぶ手術室のリスクマネージメント
　　冨士原 亨（宇宙航空研究開発機構）

チームとして協働できる手術室看護師の育成
　　井上 智子（国立看護大学校）

災害教育について
　　中島 康（都立広尾病院減災対策支援センター）

新型コロナウイルス感染症の現状と今後
　　二木 芳人（昭和大学医学部内科学講座）

Covid-19感染拡大下での感染防護用品供給体制の実態と今後への提言
　　高階 雅紀（大阪大学医学部附属病院）

自分を見つめ、いたわるマインドフルネスとセルフ・コンパッション
    －燃え尽きずに質の高いケアをしていくために－
　　岸本 早苗（京都大学大学院医学研究科）

手術看護における倫理
　　会田 薫子（東京大学大学院人文社会系研究科）

招待講演

教育講演Ⅲ

大会長講演

教育講演Ⅰ

教育講演Ⅱ

教育講演Ⅳ

トピックスⅠ

トピックスⅡ

トピックスⅢ

トピックスⅣ

手術室の役割と重要性－病院経営の立場から－
　　井上 貴裕（千葉大学医学部附属病院）トピックスⅤ

分　類 テーマ・講師

＊シンポジウム終了後には、情報交換や
　悩み相談の場として、トークルームが
　開かれます。

 （敬称略）

特別講演
（配信期間：2021年10月16日～29日）

チーム力を高める
　　原 晋（青山学院大学地球社会共生学部・陸上競技部）

＊テーマは、変更になる場合がありますので、学会HPでご確認ください。

LIVE配信期間

オンデマンド配信期間

テーマ

大会長

プログラム
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手術看護認定教育課程で特定行為研修を受け
看護の視点で患者に寄り添う

　現在、認定看護師の教育課程は、認定看護師の資格のみを目

指す「A課程」から、認定看護師の資格と合わせて特定行為研修

を受講する「B課程」に切りかわった。昭和大学認定看護師教育

センターでは2021年度から「B課程」が始まっている。

 「特定行為研修自体は、大学や医療機関などの指定研修機関で

受けることができますが、認定看護師教育課程で看護を基盤にし

て学ぶことはとても意義があると思っています。単に医行為の一

部を学んで実践すればいいのではなく、看護師が行うからこそ看

護の視点が必要だと思うからです」（石橋先生）

　例えば、手術看護分野で学ぶ術中麻酔管理領域の特定行為

に、疼痛管理がある。

 「行為としては、患者さんの症状を見ながら痛み止めの薬剤の量

を調整するというものです。どのような症状で薬剤を増やしたり、

止めたりするのか、研修を受けることで行為自体は十分にできる

でしょう。しかし、そこに看護の視点があれば患者さんの生活をふ

まえた説明ができるなど、より患者さんの立場に立った行為にな

ります」（山口先生）

　また、特定行為研修は指定研修機関ごとに研修の内容や質が

均一ではないという。

 「同じ特定行為研修を受けたとしても、研修機関が異なると同じ水

準の医行為ができるのかは不確かに感じています。その点、認定看

護師教育をベースにしていれば看護の視点も含めながらの医行為と

いう、一定水準の質の担保ができると期待しています」（山口先生）

　すでに認定看護師の資格を有していて、特定行為研修を受け

たケースからも認定看護師の意識が分かる。

在宅医療やへき地医療、さらには医師
の働き方改革に関連して、看護師の特
定行為研修を通じたタスクシフトが注
目を集めている。特定行為研修制度は
2015年から始まり、指定研修機関に
おいて研修が行われてきたが、2020

年度からは認定看護師教育に特定行
為研修を組み合わせたカリキュラムが
始まっている。これにより、認定看護師
の資格を取得する過程で特定行為研
修を修了することが可能になった。特
定行為のみを学ぶのではなく、認定教
育の中で学ぶことにどのような意義が
あるのか、認定看護師の教育を担って
いる昭和大学の石橋まゆみ先生と山口
紀子先生に聞いた。
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開講期間は6月から3月までの
１０ヶ月です。

石橋 まゆみ 先生
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認定看護師教育センター
手術看護分野　主任教員

INFORMATION

 「特定行為研修を受けたことで『看護の幅が広がった』という声

が聞かれます。あくまでも看護をベースにしていることの表れだ

と思います。今後は、特定行為研修の修了者に対して認定看護

の教育を提供することも計画されています」（山口先生）

認定看護師教育は明日の自分に役立つ

　認定看護師を目指す人は、実際の医療現場を経験した上であ

らためて教育を受けることになる。そのため、自分が経験してきた

ことを検証、再確認する場となるという。

「看護学生の時の、現場のことも知らずにとにかく頭に詰め込む

ような学びとは違い、学び直しの意味合いが強いと思います。明

日の自分に役立つような、新しい発見があり、時間とともに意欲

的になる受講者が多いと感じています」（山口先生）

　昭和大学では「社会の文化と公共福祉に貢献する」という使命

のもと、社会に貢献する医療人の育成として認定看護師教育を

行なっている。

「当センターで認定看護師となった暁には、専門領域の看護技術

と知識を備えた上で、高度な看護を実践し、地域社会に貢献する

ことを期待しています。中でも手術室看護師は、手術室の中で果

たす役割がますます多様化し、重要な存在となっています。あらた

めて手術看護とは何かを学び、手術室で活躍してほしいと思いま

す」（石橋先生）

　現在、手術看護の認定看護師教育は、昭和大学認定看護師教

育センターのほか、兵庫医科大学医療人育成研修センターでも

行われている。

［図-1］ 術中麻酔管理領域の特定行為

［図-2］ 昭和大学認定看護師教育センターの教育課程スケジュール
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侵襲的陽圧換気の設定の変更
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人工呼吸器管理がなされている者に対する鎮痛薬の投与

硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整

接続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整

麻酔薬・筋弛緩剤の調整（拮抗薬の投与含む）

循環作動薬の静脈注射
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＊個別の医療行為は例として示している

医師の働き方改革推進に伴い、麻酔科医が担当する一部の行為を、特定行為研修を修了した看護師が行っても、
麻酔管理料（Ⅱ）を算定できるように診療報酬が改定されたため、医療機関の関心が高まっている。
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コロナ禍の診療報酬改定をどう読み解くべきか

病院経営と、切っても切り離せない関係にあるのが厚生政策です。その対応が病院の将来に大きく影響
すると言っても過言ではありません。今回は、2022年度の診療報酬改定をどうとらえるべきか、見ていき
ましょう。コロナ禍ということもあって、これまでとは違ったとらえ方が必要となりそうです。

と、1年間を通じて、コロナ禍の影響がどれほど大きかったかがよく

分かる。最終的には、コロナ支援金によって2019年度決算を上回

る結果となっているものの、支援金が無い状態では経営が立ち行

かなくなる医療機関も多く出てくるだろう。

　この傾向は、医療経済実態調査でも同様になることが予想さ

れることから、2022年度改定の改定率をマイナスとするには政

治的判断として難しいことが予想される。

2020年度改定の経過措置延長が
2022年度改定に与える影響
　2020年度改定で、いまだに経過措置の延長が継続されている

内容は、図-2の通りである。現時点では2021年9月末までの延

長とされているが、今のコロナ禍の状況に鑑みると、改めて2022

年3月末までの延長の可能性は否定できないだろう。

　すなわち、重症度、医療看護必要度の実績やリハビリテーショ

ンの実績指数など、入院料に係る施設基準要件の実質的な改定

の影響度が評価できない状態となっているということである。

2022年度診療報酬改定の着眼点
　2022年度改定の議論を読み解く上で、医療政策における

2022年度改定の位置付けからとらえておく必要がある。その着

眼点のポイントは、以下3点である。

1.2021年秋頃に明らかとなる医療経済実態調査の結果が、

コロナ支援金（補助金）が無い状態では大幅な減収減益に

なっている可能性が高いということ

2.2020年度改定で病院経営に影響を及ぼす経過措置が、

コロナ禍によりいまだに延長され続けているため、改定によ

る見直しの影響が検証できていないということ

3.最も重要なのは、2024年度診療報酬・介護報酬同時改定

前の改定ということ

　2022年度改定は、この3つの着眼点が議論を読み解いていく

上で押さえておきたいポイントであると考えている。

医療経済実態調査で明らかとなるコロナ禍の影響
　2021年秋頃に、医療経済実態調査が報告される予定である。

そこでは、2020年度決算

の状況が明らかになるだろ

う。コロナ禍の影響により

医療機関の経営は深刻な

状態となっていることが予

想される。

　病院等団体による2020

年度病院決算の調査報告

が、その実態を明らかにして

いる。図-1は、2019年度決

算と2020年度決算（コロナ

支援金を除いた場合／支

援金を含んだ場合）を比較

したものである。これを見る

2022年度診療報酬改定に向けた議論が、徐々にスタートしてきている。2020年度改定は、実質的にコロナ禍前に

決まったものであり、そういう意味では2022年度改定がコロナ禍中の初めての改定となる。今回のテーマは、2022

年度改定の見通しをどう読み解くべきか、考察してみたい。

【図-１】 2019年度対2020年度の病院決算
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急性期から慢性期まで幅広い病院の
経営改善を専門としつつ、医療機関向け
マネジメントeラーニング「Wacu lba
（https://nkgr.co.jp/e-learning/）」
の事業開発責任者を担っている。 

濱中 洋平
株式会社日本経営
ＮＫアカデミー事業　統括マネージャー

執筆

 NKアカデミー事務局   nka-jimukyoku@nkgr.co.jp

（日本病院会／全日本病院協会／日本医療法人協会合同調査結果を基に（株）日本経営作成）

（中央社会保険医療協議会総会（第476回3/10）より（株）日本経営作成）
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コロナ禍の診療報酬改定をどう読み解くべきか

2022年度診療報酬改定に向けた議論が、徐々にスタートしてきている。2020年度改定は、実質的にコロナ禍前に

決まったものであり、そういう意味では2022年度改定がコロナ禍中の初めての改定となる。今回のテーマは、2022

年度改定の見通しをどう読み解くべきか、考察してみたい。

　これらから考えられるこ

とは、2020年度改定の影

響が評価できていない状

態（特に、図-2で示す施設

基準の実績要件に係るも

の）で、2022年度改定で要

件の厳格化などマイナス

方向の見直しはできないだ

ろうということである。

　特に、このコロナ禍が継続

している状態では、尚更であ

る。よって、2022年度改定

は、全体的に抑制された改定

になるものと予想している。

2024年度同時改定を控えた2022年度改定の位置付け
　2022年度改定だけに着目した場合の医療機関に与える影響

は、それぞれ前述した通りである。全体的には医療機関に大きな

影響を与える改定にはならないだろうが、経営陣が見ておかなけ

ればならないとこは、そこではない。

　2022年度改定で本当に着目しておかなければならないのは、

2024年度改定に向けた議論の仕込みである。6年に1度の同時改

定は、今後の医療介護の6年間の指針を示す重要な意味を持つ。

本来であれば2020年度改定の結果検証を踏まえた上で、2024年

度同時改定に向けた前哨戦として2022年度改定があったはずであ

る。しかし、これまで前述したように、2020年度改定の結果検証が

適切にできない状態であることから、2022年度改定が本来の目的

（2024年度改定の前哨戦）を持つことができなくなったのである。

　恐らく、2022年度改定では、議論の行方は次のようになるので

はないだろうか。

1)厚生労働省から本質的な課題提示がなされる（特に、

2021年4月15日の財政制度等審議会財政制度分科会に

て財務省から厳しい指摘がなされていることも影響）

2)支払側は抜本的な改革を主張、診療側はコロナ禍の負担・

影響等を踏まえ抜本的な改革は時期尚早と主張

3)2022年度改定については、概ね抑制された改定に決着

　この際に、経営陣が着目しておくべきことは、1)の厚労省から

の課題提示の内容である。ここに2024年度改定に向けた布石が

込められているはずである。中医協や診療報酬調査専門組織

（入院医療等の調査・評価分科会など）などで提示される資料に

は、必ず厚労省の見解と課題提示が含まれている。そこにしっか

り着目し、厚労省がどこに課題認識を持ち、どこに導こうとしてい

るのか、そこを読み解いていくことが重要なのである。

　本記事を執筆している現在（2021年8月26日時点）、ちょうど

8月25日に中医協第486回総会において、「入院（その1）につい

【図-２】 2020年度改定の経過措置が2021年（令和3年）9月30日まで延長されるもの

て」が議題となっていた。例えば、その中で、これからの入院にお

ける議論の論点として厚労省が示したのは、『人口減少・高齢化

が着実に進み、医療ニーズの質・量が徐々に変化し、マンパワー

の制約も一層厳しくなる中、個々の患者の状態に応じて、適切に

医療資源が投入され、より効果的・効率的に質の高い入院医療

が提供されるよう、医療機能の分化・連携の促進を推進する入院

医療の提供体制の評価のあり方について、どのように考える

か。』というものであった。そして、本記事では割愛するが、厚労省

としての課題提示も行われている。

今回の入院医療に関する課題と論点については、いささか総論

的な内容に見受けられるが、ポイントとしては「マンパワーの制約」

「患者の状態に応じた入院医療」「医療機能の分化・連携を推進

する評価体系」だろう。特に、今回のコロナ禍対応や2024年度か

らの医療従事者の働き方改革を見据えた入院医療のあり方に関

する議論が、どのように進んでいくかは注目されるところである。

　コロナ禍の対応や働き方改革等、これらの課題に対応していく

ためには、医療機能・資源の集約化・集中化を図っていくしか道筋

はないようにも思われるが、厚生労働省として表立って直接的表

現は使えないのだろうと推察される。

　厚労省の思惑、診療側の思惑、支払側の思惑、それぞれ議論

の過程の中で、どのようなやり取りがなされるのか、中長期の経

営の方向性を考えていく上で必ず押さえておきたいポイントであ

る。特に、厚労省の発言（思惑）は、極めて重要である。

ピックアップ  医療政策情報 ピックアップ  医療政策情報ピックアップ  医療政策情報ピックアップ  医療政策情報ピックアップ  医療政策情報

急性期から慢性期まで幅広い病院の
経営改善を専門としつつ、医療機関向け
マネジメントeラーニング「Wacu lba
（https://nkgr.co.jp/e-learning/）」
の事業開発責任者を担っている。 

濱中 洋平
株式会社日本経営
ＮＫアカデミー事業　統括マネージャー

執筆

（厚生政策情報センター）

 NKアカデミー事務局   nka-jimukyoku@nkgr.co.jp

（日本病院会／全日本病院協会／日本医療法人協会合同調査結果を基に（株）日本経営作成）

（中央社会保険医療協議会総会（第476回3/10）より（株）日本経営作成）

31



2021年9月17日発行（通巻13号）   発行／株式会社ホギメディカル 
〒107-8615 東京都港区赤坂2-7-7　TEL：03-6229-1300（代表）　https://www.hogy.co.jp/

真摯なリアリスティックの追求が心を打つ写実絵画。日本で唯一写実絵画を専門に収蔵する
ホキ美術館の作品の中で、最も多いのは人物画です。その人物画に注目した企画展が開かれています。

美しき写実絵画の世界

《INJECTION DEVICEの使用》
2020年 石黒賢一郎

《ヒゲを愛した女》 2012年 五味文彦 《止まり木》 2021年 小尾修

《日差し》 2009年 島村信之

　人物を描くといっても、作家によってモデルの選び方、人
物のとらえ方、テーマ、表現方法はさまざまで、作品ごとに
異なるストーリーがあるのです。たとえ同じモデルを描いたと
しても、作品はまったく変わってくるでしょう。そんな作家ご
との特徴を存分に楽しめる企画展です。
　出品数が多いのは美しい女性像と肌の表現に定評のある
島村信之、アニメのモチーフを取り入れながら人物を理想化

作家の個性が表れる人物画の名作が勢揃い
せずに描く石黒賢一郎、自然の力に負けない強さをもつ女性
像を描く小尾修、卓越した質感表現に定評のある五味文彦
など、人物画を特徴とする作家たちです。そのほか、巡回展
で長らくホキ美術館を離れていた人物画の人気作や、若手
作家の作品なども出品されます。
　人物画は太古の昔から描かれてきました。そして、描かれ
た人物は絵の中でずっと生き続けるのです。

ホキ美術館所蔵の名作のほか、新作も含めて、現代写実画家22人の約74点を展示します。

2021年11月7日[日]まで ホキ美術館 ギャラリー1・2会 期

STORIES－永遠の人物画展




