
　当院ではマンパワー不足を補うため、外来看護師
が外回り業務を行っています。不慣れな業務に対す
る不安と物品の置き場所が分からないという声が聞
かれていました。

　★

　しかし、これまでは助勤看護師間での経験上の知
識の申し送りに頼らざるを得ない状況でした。積極
的に外回り看護師として手術に参加していただくに
はどうしたらよいか、少しでも不安が軽減され積極
的な行動がとれるにはどうしたらいいかを考え、マ
ニュアル作成に取り組み助勤看護師にアンケートを
取った結果を報告します。

　★5

　方法はスライドを参照して下さい。

【はじめに】
　手術室看護師の役割は、患者が安全、安楽に手術
が受けられるよう援助し、手術が円滑に進行するよ
う環境を整える事であると言われています。その中
でも外回り看護師業務は手術全体を把握したうえ
で、患者の変化に応じて臨機応変に対応する必要が
あります。
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S19-臨床Ⅳ 211〜215 竹　田　慎　一 富山県 黒部市民病院 院長

S20-臨床Ⅴ 216〜220 中　津　守　人 香川県 三豊総合病院 地域医療部長

S21-栄養管理 221〜223 高　木　洋　子 岐阜県 国保関ケ原病院 管理栄養士

S22-臨床検査 224〜230 金　山　好　光 岐阜県 国保関ケ原病院 臨床検査科長補佐

S23-歯科・口腔Ⅲ 231〜235 奥　山　秀　樹 長野県 佐久市立国保浅間総合病院 技術部長兼
歯科口腔外科医長

S24-保健事業Ⅷ 236〜240 本　泉　　　誠 三重県 玉城町国民健康保険玉城病院 院長

S25-連携Ⅴ 241〜246 西　脇　巨　記 岐阜県 国保上矢作病院 院長

S26-教育Ⅲ 247〜250 白　川　和　豊 香川県 三豊総合病院企業団 企業長

S27-感染防御Ⅱ 251〜253 和　田　智　子 秋田県 にかほ市国保小出診療所 所長

S28-安全管理Ⅱ 254〜260 須　原　貴　志 岐阜県 下呂市立金山病院 院長

S29-リハビリⅢ 261〜265 近　藤　健　二 広島県 公立みつぎ総合病院 リハビリ部次長

S30-リハビリⅣ 266〜270 安　江　耕　作 岐阜県 国保坂下病院 言語聴覚士

S31-施設内チーム医療Ⅱ 271〜275 占　部　秀　徳 広島県 公立みつぎ総合病院 歯科部長

S32-医師・看護師
　　確保Ⅰ、住民団体Ⅰ 276〜280 棚　橋　徳　重 岐阜県 関市国保板取診療所 所長
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D25-看護Ⅶ 281〜286 西　　　敦　子 石川県 加賀市民病院 看護部長

D26-保健事業Ⅸ 287〜291 越　林　いづみ 福井県 高浜町役場保健課 課長補佐

D27-看護Ⅷ 292〜296 岡　本　敏　幸 福井県 若狭町国保上中病院 院長

D28-看護Ⅸ 297〜302 伊　藤　たづ乃 愛知県 東栄町国民健康保険東栄病院 総看護師長

D29-看護Ⅹ 303〜307 樋　口　定　信 熊本県 上天草市立上天草総合病院 事業管理者

D30-看護Ⅺ 308〜313 山　本　初　予 三重県 玉城町国民健康保険玉城病院 看護師長

D31-放射線 314〜318 恋　田　昭　洋 岐阜県 国保坂下病院 診療放射線技師

D32-連携Ⅵ 319〜324 大　原　昌　樹 香川県 綾川町国保陶病院 院長

D33-施設内チーム医療Ⅲ 325〜329 安　福　嘉　則 岐阜県 関市国保洞戸診療所 所長

D34-事務職
（診療施設・国保連合会） 330〜335 小　澤　尚　司 愛知県 愛知県国民健康保険団体連合会 部長

D35-在宅医療・ケアⅤ 336〜342 村　上　雪　枝 石川県 国民健康保険能美市立病院 副総看護師長

D36-医師・看護師
　　確保Ⅱ、住民団体Ⅱ 343〜346 高　見　　　徹 鳥取県 日南町国保日南病院 事業管理者

D37-診療施設の運営・管理 347〜349 大　山　正　巳 愛知県 一宮市立木曽川市民病院 院長

D38-ターミナルケアⅡ 350〜352 榎　尾　光　子 鳥取県 日南町国保日南病院 居宅事業管理者

D39-保健事業Ⅹ 353〜356 山　崎　列　子 富山県 かみいち総合病院 副院長

D40-保健事業Ⅺ 357〜360 三　枝　智　宏 静岡県 浜松市国保佐久間病院 院長

D41-その他 361〜366 阿　部　吉　弘 山形県 小国町立病院 院長
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手術室助勤者の不安軽減に向けて
〜業務マニュアルの作成〜
発　表　者　腰原　晴美（岐阜県　国民健康保険坂下病院）
共同研究者　森　艶子、加藤　美智子、加藤　記世美、石川　智江
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　★

　全身麻酔に欠かすことのできない、挿管抜管の介
助方法を医師の動きに対して看護師の動き、そして
その時必要な物品を時系列に表しました。

　★

　助勤が必要な全身麻酔手術である「整形外科・腰
椎除圧術」について手術の必要物品を冒頭に記載し、
次に手順を左に記載、その流れで外回り看護師の動
きを右側に記載しました。

　★

　次に部屋の準備を図式化し大きい機材の定位置を
示しました。

　マニュアルの一部を紹介します。

　患者の入室から麻酔導入前までの手順を作成し次
に術野消毒から退室までの手順を製作しました。

　★
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　★

　作成したマニュアルを助勤看護師 4 名にみてもら
いアンケートに答えていただきました。

　★

　その結果、マニュアル作成前の不安・負担を10と
した場合、読んだ後はどのくらい軽減しましたか？
を数字で表す問いに対しては全員が 8 になりました。
◦ 作成したマニュアルを手術室助勤前に見ておくと

いいと思う。
◦ 知っているのと知らないのではずいぶん違うと思

う。
◦ 文章だけではなく、図や絵だともっとわかりやす

い。
◦ 手術室で使用する物の名前がよくわからない。
◦ 助勤者の役割がもう少し明確だといい。
など、様々な意見を聞くことができました。

　★

【考察】
　マニュアルがあることで気分的な変化があり、不
明な事を知ったり聞いたりする足がかりとすること
ができました。しかし、助勤は不定期であり限られ
た時間のなかで手術全体の流れや物品の置き場所を
記憶することは難しいと言う意見が聞かれました。
助勤看護師としての役割が明確でなかったり、わか
らないから手出しすることをためらって消極的に
なってしまったりと、現段階のマニュアル作成だけ
では助勤看護師の十分な不安解消にはつながりませ
んでした。その原因の一つには、手術室そのものが
特殊性を持ち、経験無くしては積極的な行動はでき
ないからではないかと思われます。

　★

【まとめ】
　助勤看護師が手術の流れを知り、少しでも不安が
解消でき、積極的に手助けしていただきたいと思う
手術室看護師の思いからマニュアル作成を行いまし
た。
　私たち手術室看護師にとっては日常茶飯事な事で
も、不定期に手術室に入る助勤看護師にとっては負
担が大きく些細な事でも常に不安を持ちながら行動
していることを再確認することができました。
　今後も、助勤看護師の意見に耳を傾けながら、ス
ムーズな動きができるようなマニュアルを作成し助
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勤看護師の不安軽減を図るとともに、良き協力者と
なっていただけるように私たち手術室看護師も努力
していく必要があると思っております。

　ご静聴ありがとうございました。
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