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シミュレーション学習を用いた

心臓カテーテル検査搬出の標準化
への取り組み

川口市立医療センター

○高津 優子 ・ 吉川 由理子 ・ 渋谷 和広 ・
宮島 聡子 ・ 小泉 淳子 ・ 松浦 育

はじめに

• A病院の救急外来に従事する看護師（以下救外看
護師）は、心臓カテーテル検査室（以下CAG室）への

搬出経験が少ないため、急性冠症候群患者が救急
外来に搬入された場合、ICU・CCU（以下C/ICU）を経
由してからCAG室へ搬出していた。そのため、ほとん

どの症例が冠動脈の責任病変に対する再灌流まで
90分以上の時間を要していた。今回、シミュレーショ

ンを用いた学習会を救外看護師に実施し、救急外
来からCAG室搬出への標準化を図る取り組みを
行ったので報告する。

A病院の救急外来に従事する看護師（以下救外
看護師）は、心臓カテーテル検査室（以下CAG室）
への搬出経験が少ないため、急性冠症候群患者が
救急外来に搬入された場合、ICU・CCU（以下C/
ICU）を経由してからCAG室へ搬出していました。
そのため、ほとんどの症例が冠動脈の責任病変に対
する再灌流まで90分以上の時間を要していました。
今回、シミュレーションを用いた学習会を救外看護
師に実施し、救急外来からCAG室搬出への標準化
を図る取り組みを行ったので報告します。

 

CAG室への搬出経路は7パターンある

①内科外来→CAG室

②内科外来→C/ICU→CAG室

〈各部署の設置階数〉
内科外来・救急外来・救命センター・CAG室（１階）
C/ICU（2階）

③救急外来→CAG室

④救急外来→C/ICU→CAG室

⑤C/ICU→CAG室
⑥救命センター→CAG室

⑦救命センター→C/ICU→CAG室

CAG室への搬出経路はスライドに示すように７
パターンあります。C/ICUは２階にあるため、経由
すると必然的に時間がかかってしまいます。

目 的

• CAG室搬出の標準化への取り組みに、シミュ

レーション教育を用いることの効果を明らか
にする

 

今回私達は、CAG室搬出の標準化への取り組み
に、シミュレーション教育を用いることの効果を明
らかにすることを目的としました。
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方 法
1）対象

①救外看護師38名

②急性冠症候群（以下ACS）にてC/ICUに入室し、経皮的冠動脈

インターベンション（以下PCI）を施行した患者199名

2）期間 平成25年4月～平成27年3月

3)救外看護師に対してシミュレーション学習会を実施する

3～6名毎のグループに分けて、同内容を平成26年7月～9月の間
に数回実施する

①ブリーフィング（導入）：目標、シナリオ、役割（看護師、医師、患
者）、実施場所を説明し、インストラクターによるデモンストレーショ
ンでそれぞれの役割の言動、行動を示す

②シミュレーション： ACS患者の受入れ準備から治療開始準備ま
での流れを、それぞれの役割で実践する

③デブリーフィング（振り返り）：学習会終了毎に参加者全員で行う

どまず、救外看護師38名を対象にシミュレーショ
ン学習会を実施しました。１回の参加人数は６名ま
でとし、同じ内容の学習会を数回に分けて企画しま
す。ブリーフィングセッションでは、目標とシナリ
オ、看護師、医師、患者それぞれの役割、実施場所
について資料を配布し、さらに口頭で説明します。
そのあと、インストラクターによるシナリオのデモ
ンストレーションでそれぞれの役割の言動、行動に
ついて観察してもらいます。

シミュレーションセッションでは、ACS患者の
受入れ準備から治療開始準備までの流れを、それぞ
れの役割で学習者に実践してもらいます。

デブリーフィングセッションでは、学習会終了毎
に実践した役割などについて参加者全員でディス
カッションします。

方 法

4）救急外来からのCAG室搬出の実践・評価

学習会終了後、救急外来からのCAG室への搬出を実践して
もらい、状況に応じてC/ICUの看護師が1名応援体制をとる。
学習会の効果について平成26年2月に救外看護師に対し紙
面調査を行う。

5)平成25年4月～平成27年3月にC/ICUに入室し、PCIを施行した
ACS患者184名（院内発症/準緊急CAG除外）に対し、 CAG室
への搬出経路、穿刺までの所要時間、90分以内の冠動脈の
責任病変に対する再灌流（以下door to balloon time；DTBT）
達成率及び所要時間を調査する。

6）分析：量的データについては統計的に集計し、自由記述や口
頭での回答は簡潔な表現に整理する。

学習会は平成26年７月〜９月の間で実施しました
が、学習会と並行して救急外来からのCAG室搬出
を実践します。C/ICUスタッフへも、今回の取り組
みについて説明し、状況に応じてC/ICUの看護師１
名が応援体制をとるようにしました。実践活動後、
学習会の効果について救外看護師に紙面調査を行い
ました。

平成25年４月〜 27年３月にACSでC/ICUに入室
し、PCIを施行した患者184名に対し、CAG室への
搬出経路、穿刺までの所要時間、90分以内の冠動
脈の責任病変に対する再灌流（以下door to balloon 
time；DTBT）達成率及び所要時間を調査します。

倫理的配慮

• 研究に使用するデータが、個人の特定や患
者への不利益は生じず配慮されていることを、
倫理委員会へ提出し、承認を得た。

倫理的配慮についてはスライドを参照してくださ
い

結 果
学習会後のデブリーフィング（振り返り）

役割 意見

患者
役

「ストレッチャーによる移動が不快、恐怖
感がある」
「処置時の説明がないと不安」
「CAG室が寒い」

医師
役

「医師が連絡する部署を知る事が出来
た」「医師の指示や動きを把握しておけ
ば看護師もスムースに動ける」

＜シミュレーション学習会＞
参加率 100％
1回の参加人数は6名までとし、同内容を7回に分けて実施

患者対応に対する
看護の振り返り

連携の重要性を
再認識

学習会は計７回行い、参加率は100％でした。学
習会終了後のデブリーフィングで、患者役の体験か
らは、患者対応に関する看護の振り返りができ、医
師役の体験からは、連携の重要性を再認識できた
ディスカッションが行えました。
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結 果
学習会後のデブリーフィング（振り返り）

役割 意見

看護
師役

「物品の準備に時間がかかる」
「移動用の心電図モニターがない」

「アナムネ聴取や心臓カテーテル検査看
護師に対する申し送り内容の一覧表を作
成する」

「慌てる」
「対応出来るか不安」
「常に振り返りが必要」

「病衣は着せるのか」
「剃毛の範囲はどこまでか」

「服や貴重品の管理はどこまでやったら
よいのか」

業務手順の再確認

経験の少ない業務
に対する不安

現状の問題点の
明確化、改善策の

提案 　

看護師役の体験からは、現状の問題点や改善策に
関する意見や経験の少ない業務に対する不安、患者
や家族対応等の業務手順について再確認する意見も
きかれ、デブリーフィングが現状の問題点の明確化
や改善策を話し合えたり、業務手順について共通認
識できる場となりました。

結果 紙面調査１
１．救急外来からのCAG室への

搬出経験をしましたか
N=33

2．シミュレーションによる学習会は役に立
ちましたか（1の設問で「はい」と回答し
た方のみ回答） n=14

はい
42%

いいえ
58%

役に立っ

た86%
役に立た

なかった
0%

どちらと

もいえな

い
14%

2 の設問で「学習会が役立った」と回答した方の理由

「シミュレーションと同様の手順で進み、その通りに動けた」
「次にどう動くべきかわかった」 「実際に体験することで思い出せる」

シミュレーションで使用したシナリオが現場に即した内容であり、
実践効果につながった

実践行動後の紙面調査結果では、救急外来から
CAG室への搬出を経験した救外看護師は42％（14
名）でした。そのなかで「シミュレーションによる
学習会は役に立ったか」という設問に対し、86％（12
名）が「学習会は役に立った」と回答し、その理由
として、「シミュレーションと同様の手順で進み、
その通りに動けた」「次にどう動くべきかわかった」
などの回答を得ました。これは、シミュレーション
で使用したシナリオが現場に即した内容であり、実
践効果につながったといえます。

結果 紙面調査２

できた
61%

できなかった
31%

よくわからな

い
8%

3．心臓カテーテル検査出しを不備なく行うことができましたか
（1の設問で「はい」と回答した方のみ回答）

n=14

3 の設問で「できなかった」と回答した方の理由

「C/ICU看護師が応援できてくれたので不備なく行えたが、自分のみでは
不備があったかもしれない」「他科の検査出しと重なり、現場は混乱状態だった」

緊急を要する患者対応であることから、シミュレーションのように
対応できるようになるには、学習会を定期的に行うことや、現場で

の応援体制について検討していく必要がある

「心臓カテーテル検査出しを不備なく行うことが
できたか」という設問では、61％（８名）が「搬出
を不備なく行えた」と回答し、31％（４名）が「で
きなかった」と回答しました。「できなかった理由」
では、「C/ICU看護師が応援できてくれたので不備
なく行えたが、自分のみでは不備があったかもしれ
ない」「他科の検査出しと重なり、現場は混乱状態
だった」等の回答でした。これは、緊急を要する患
者対応であることから、シミュレーションのように
対応できるようになるには、学習会を定期的に行う
ことや、現場での応援体制について検討していく必
要があることがわかりました。

結果 経路別CAG室搬出時の比較
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平成26年度より「川口CCUネットワーク体制」が構築されたことで、
外来を経由せずにC/ICUや救命センターに患者を直接搬送している
症例数が増加している。しかし、救急隊の情報を得て外来で初期対応
する症例が診察後にACSと判断する場合もあるため、救急外来から
直接CAG室へ搬出する機会も増えている。

CAG室搬出の経路は、平成26年度より「川口
CCUネットワーク体制」が構築されたことで、外
来を経由せずにC/ICUや救命センターに患者を直接
搬送している症例数が増加していました。しかし、
救急隊の情報から外来で初期対応すると判断した
症例が、診察後にACSと判断する場合もあるため、
救急外来から直接CAG室へ搬出する機会も増えて
いました。
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結 果
救急外来からCAG室搬出時の

穿刺及びDTBTまでの平均所要時間
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救急外来から直接CAG室へ搬出した場合のDTBTの平均所要時間
は、平成25年度と26年度で比較すると、101.1分から86.3分へ短縮
し、穿刺までの平均所要時間も66.1分から55.8分まで短縮している。

救 急 外 来 か ら 直 接CAG室 へ 搬 出 し た 場 合 の
DTBTの平均所要時間は、平成25年度と26年度で比
較すると、101.1分から86.3分へ短縮し、穿刺までの
平均所要時間も66.1分から55.8分まで短縮しました。

結 果
救急外来から直接CAG室搬出時

90分以内のDTBT達成率
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90分以内のDTBT達成率の上昇はみられなかった。

しかし、90分以内のDTBT達成率は平成25年度は
66.6％、26年度は60％であり上昇はみられませんで
した。

考察 シミュレーション教育の効果

• 穿刺及び冠動脈再灌流までの平均所要時間の
短縮が図れた事は、シミュレーション学習が現場
での行動に反映され、ACS患者の治療に対して
救外看護師が時間を意識するようになったこと
が考えられる。

• door to balloon time 90分以内の達成率は、今
回の取り組みでは上昇には至らなかった。今
後、再灌流まで90分以上の時間を要した症例に
ついて分析が必要であり、外来看護師と連携
し、問題の明確化と対応に取り組む必要があ
る。

今回、穿刺及びDTBTまでの平均所要時間の短縮
が図れた事は、シミュレーション学習が現場での行
動に反映され、ACS患者の治療に対して救外看護

師が時間を意識するようになったことが考えられま
す。

しかし、DTBT90分以内の達成率は、今回の取り
組みでは上昇には至らなかったので、今後、再灌流
まで90分以上の時間を要した症例について分析が必
要であり、外来看護師と連携し、問題の明確化と対
応に取り組む必要があります。

結 論

• シミュレーションを用いた学習会は実践効果
があり、看護の標準化を図る手段として活用
できる

シミュレーションを用いた学習会は実践効果があ
り、看護の標準化を図る手段として活用できると言
えます




