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原著論文

周手術期看護学実習における手術室実習の有効性

一学生の手術室看護に関する学びと態度の変化より一

溝部佳代鷲見尚己武藤長佐子

(~ヒ海道大学医学部保健学科看護学専攻)

The Efficacy of the Operating Room Nursing Practice 
in Perioperative Nursing Practice 

Change of Leaming and Attitude about Operating Room Nursing of Student Nurses-

Kayo恥lIZOBE，Naomi SUMI，恥1asakoBUTO 

(Division of Nursing， Department of Health Sciences， School of Medicine， Hokkaido University) 

要旨

本研究の目的は，周手術期看護学実習のケーススタディにむけたレディネス形成として，手術室実習

の有効性について検討することである。方法は，学生75名を対象とした自記式質問紙法を用い手術室実

習の前と後において調査し， Wilcoxonの符号付順位和検定を用いて分析した。

前後で有意差があった項目は外回り看護師の重要性J，Iチーム医療の重要性J，Iコミュニケーショ

ン技術の必要性」など手術室看護に関する学び5項目と，手術室看護および手術室実習に対する態度 6

項目全てで、あった。学生は，1)事前学習レポートにもとづく注意深い観察学習を通して，手術室看護

に関する知識・技術を再確認し， 2) ローノレモデルとなる外回り看護師とともに手術室看護を経験する

ことによって，チーム医療における看護師の役割とその価値に気づいたと考えられ，手術室実習は周手

術期看護学実習のケーススタディにむけたレディネス形成として有効であると結論づけた。

キーワード:手術室実習，事前学習，観察学習，ロールモデノレ，看護師

I.はじめに

周手術期看護の対象者は，手術を境に身体的，

心理的状態が一変する。加えて，傷害期から日々

回復へと変化していくことから，術後期にある

対象者の状況を理解するには時間を要する。こ

のことは周手術期看護学実習を行う学生が，実

習目標を達成するうえで困難感をもっ要因のー

っとなっている 1)。

本研究の調査対象であるA短大は，高度先進

医療を担う大学病院において周手術期看護学実

習を行っている。大学病院という特殊性から，

高齢者や侵襲が大きい手術をうける対象者を受

け持つことも多く，学生は対象者を理解するこ

とに苦慮する。また，実習病院における在院日

数の短縮化によって，実習期間のなかで学生が

実際にケーススタディを展開できる期間も短く

なってきている。そのため，実習目標の達成を

めざす学生にとって，その困難感はより大きい

と推察される。

こうした周手術期看護学実習の特徴や実習病

院をとりまく状況を鑑みると，学生がこれらの

困難を乗り越え，ケーススタディを展開し，自
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らの看護実践を通して学びをえるためには，周

手術期看護学実習におけるケーススタディ前に，

周手術期にある対象者および周手術期看護に関

する知識・技術・態度に関連したレディネス形

成の機会が必要であると思われる。そこでA短

大は，周手術期看護学実習におけるケーススタ

ディにむけたレディネス形成として，手術およ

び手術室看護の実際を見学する手術室実習をケー

ススタディ前に位置づけている。このA短大に

おける実習プログラムに基づいて，本研究では，

手術室実習の前と後における学生の手術室看護

に関する学びと態度の変化から，手術室実習の

有効性について検討する。

先行研究において手術室実習の現況をみると，

成人看護学実習において外科系・内科系のどち

らか一方を経験するというプログラムをもっ看

護基礎教育機関では，内科系の実習で、あっても

手術室実習を行い，学生全員が手術室実習を経

験できるようにしているヘ一方，周手術期看

護学実習の一部に手術室実習を組み入れている

教育機関では，受け持ちケースの手術時に限り

手術室へ入室する 3) 4) 5) 6) 学生のうち希望者

に限って手術室実習を行う 7)など，必ずしも

学生全員が手術室実習を行わない場合も多くみ

られる。

さらに，手術室実習を取り入れることによっ

て得られる学生の学習成果としては，手術室に

対するイメージの変化，手術室における看護の

役割の理解，手術中である対象者の理解など，

手術室看護そのものに関する知識や認識に関す

る学習効果が期待できることが示されている 8)

9) 10) 11)。また，手術中に得られた対象者に関す

る情報や手術室と病棟の看護師聞における継続

看護の視点から，手術後の対象者に対して必要

となる看護を明確化するために役立ったとする

ものがあり 12)べ 周手術期看護学実習の目標を

達成する上での補完的な学習効果もある。これ

らの先行研究からは，手術室実習は，学生にとっ

て何らかの肯定的な学習成果を得る機会となっ

ていることが伺える。
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しかし，教員側からみた手術室実習に対する

評価は，全国の公立看護系大学を対象とした深

津による調査結果14)によると，回答の80%を

上回る大学が手術室実習を行っている一方，手

術室実習が必要であると考える教員の割合は約

50%と少なく，教員自身は手術室実習に対して

消極的な考えをもっている結果が示された。ま

た，手術室実習が不要で、あると考える教員の理

由をみると，手術室実習を行うには実習時間が

不足であるというカリキュラム上の問題と，看

護基礎教育を受ける学生にとって手術室看護は

専門性が高すぎる領域であり，学生が理解する

ことは無理なのではなし、かという教員の考えが

背景に見受けられた。このことから，看護基礎

教育における手術室実習のあり方や必要性につ

いては，まだ議論の余地があるといえよう。

本研究では，看護基礎教育における手術室実

習の一方法として A短大における実習プログ

ラムを報告するとともに，それに基づく手術室

実習の前と後における学生の手術室看護に関す

る学びと態度の変化を明らかにし，周手術期看

護学実習のケーススタディにむけた レディネス

形成として，手術室実習の有効性について検討

する。

II. A短大における周手術期看護学実習の概

要

本研究の対象となったA短大の学生は 3年

次の成人看護学実習において，急性期および、回

復期にある対象者の看護について 4単位の実習

を行っている。この実習は，外科系病棟を用い

て周手術期にある対象者を一名受け持ち，ケー

ススタディを展開することから，急性期看護の

なかでも，特に周手術期看護を学ぶことが主た

る目的となっている(以下，当該実習のことを

「周手術期看護学実習Jという)。周手術期看護

学実習における 4単位 (4週間)の内訳は 1

単位(1週間)は主に学内演習と手術室実習を

行い，それに引き続いて 3単位 (3週間)は外

科系病棟においてケーススタディを展開する実
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習フ。ログラムとなっている。

手術室実習では手術療法を受ける対象者

の体験，手術室で行われている看護および手術

室のシステムについて知るj ことを目的とし，

全員が半日実習し，外回り看護師による指導の

もと，全身麻酔を受ける対象者の手術に同行し，

対象者に行われている治療・処置・看護につい

て見学または指導者とともに一部実施する方法

をとる。

A短大において，学内演習および手術室実習

がケーススタディの前に位置づけられている理

由は，ケーススタディにむけて，学生がすでに

学んだ手術療法および手術室看護に関する知識

を想起させること，また，受け持ちケースの手

術の際，ケースが受ける治療や看護を理解する

という目的から，学生はあらかじめ外回り看護

師とともに手術室へ入室するための方法や手術

室の構造および手術室看護を理解しておく必要

があることによる。

教員は，手術室実習への準備として，前日に

手術室の構造，入・退室方法，実習上の注意点

に関する説明と，見学する手術患者の情報(年

齢，性別，病名，術式，手術時間，手術体位)

についてオリエンテーションを行う。また，実

際に手術室への経路を案内し，清潔区域内への

入・退室方法と，学生が外回り看護師と会うま

での流れをシミュレーションしている。さらに，

見学すべき視点を示唆するために事前学習レポー

ト(資料 1)を提出し，学生側の準備として必

須の課題としている。

手術室実習の当日，学生は看護師長および外

回り看護師の指導を受けながら行動し，実習が

終えた後は，手術室実習で、学んだ、内容について

実習後レポート(資料 2) に記述する。さらに，

学内演習においてカンファレンスを行い，実習

目的に関して学んだ内容について情報交換し，

必要に応じて教員が説明を補足している。

以上が A短大の周手術期看護学実習におけ

る手術室実習の概要である。
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ill. 研究目的

本研究は A短大において周手術期看護学実

習の 1週目に実施している手術室実習について，

その前と後における学生の手術室看護に関する

学びと態度の変化を明らかにし，周手術期看護

学実習のケーススタディにむけたレディネス形

成として，手術室実習の有効性について検討す

る。

N. 研究方法

1 対象

A短大 3年次学生全員とし，対象は75名であ

る。

2. 研究期間

2004年 5月'"'-'11月。

3 研究方法

自記式による質問紙調査法。

4. 倫理的配慮

研究対象者である学生へは，口頭および書面

において，研究目的および方法と， 目的以外に

使用しないこと，研究を拒否する権利があるこ

と，実習の成績評価とは関係がなく研究参加あ

るいは不参加にともなう不利益は生じないこと，

データは統計的に処理し個人が特定されないこ

とを保障する旨を説明した。これらの説明は，

手術室実習の前日に行う手術室実習に関するオ

リエンテーションの際に実施した。そして，同

意が得られた場合には，質問紙への記載を依頼

した。

5. 質問紙の内容

質問紙は 1.手術室看護に関する学びと態

度 II.手術室見学がケーススタディに役立っ

たと思う度合い ill.手術室実習の学びがケー

スの周手術期看護に役立ったと思う具体的内容

(周手術期のうちどの時期における看護に役立っ

たか，役立ったと思う内容の具体的記述，それ

が役立つたと思う度合し¥)の 3っから構成され

ている。このうち，本研究では 1の手術室看

護に関する学びと態度を，データとして用い分

析する。
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調査方法は， 1 については，周手術期看護学

実習第 1週目の期間において手術室実習前と後

に実施し，同じ質問項目に関して回答をえた。

Eと皿は 4週間の周手術期看護学実習が全て

終了した時点で記載を依頼した。

Iの質問項目は，前年度の学生による手術室

実習後のレポートに記述された内容を参考にし

て，独自に作成した。調査項目は，1)手術室

看護・手術室のシステムに関する学び10項目，

2)手術室看護や手術室実習に対する態度 6項

目の計16項目からなる (表1)。

1)手術室看護・手術室のシステムに関する学

び:10項目

IQ 6.観察するときには五感を活用する j，

IQ 9.手術室看護は専門性が高しリ， IQ10.解剖

生理などの知識が直結しているj， IQ2.外回

り看護師の重要性」など，手術室看護に関する

学びの項目と， IQ 4.チーム医療の重要性j，

IQ 5.病棟と手術室間の連携j，IQ 7.医療事故

予防の対策j，など手術室のシステムに関する

学びの項目からなる。

2) 手術室看護や手術室実習に対する態度 6

項目

IQ11.手術室看護は魅力的である j， IQ12. 

手術患者に対して一生懸命看護 したいj，IQ13. 

手術室看護に興味があるj など手術室看護や手

術室実習に対する肯定的な感情を示す項目と，

IQ14.手術室実習は緊張するん IQ15.手術室実

習は不安」という手術室看護や手術室実習に対

する否定的な感情を示す項目からなる。これら

は， 学生が手術室看護や手術室実習に対して抱

く心理に関する項目であり，手術室看護や手術

室実習に対する学生の態度形成につながる心理

的な準備状況を捉えようとする項目である。

回答は 4段階の尺度(11.全く思わなし¥j ， 

12.あまり思わなしリ 13.だいだい思う j， 

14.大変思う j) から一つ選択してもらい，配

布および回収は，それぞれ学内演習の時間を用

いた。

6 分析方法

分析にあたり， 4段階の尺度について 11.

全く思わなし、」を 1点 12.あまり思わない」

を2点 13.だし1だい思う Jを3点 14.大変

思う Jを4点として点数化した。そして，各質

表 1 手術室看護に関する学びと態度

1) 手術室看護 ・手術室のシステムに関する学び 10項目

Ql 手術室における看護師の役割は、何より器械を清潔に渡すことである。

Q2 外回 り看護師は、絶対に欠かせない存在である。

Q3 看護師が手術患者の不安や緊張に対して援助すれば、それらが緩和できる。

Q4. 手術室という場では、チーム医療が重要である。

Q5. 病棟ナースと手術室ナースとの問で連携がなされれば、患者の利益は大きい。

Q6. 手術患者を観察するときには、五感を活用する。

Q7. 手術室では医療事故予防のための具体的対策がとられている。

Q8. 手術室では、患者への言葉掛け等のコミュニケーション技術が求められる。

Q9. 手術室看護は、とても専門性が高いと思う。

QI0. 手術室での看護では、解剖・生理などの知識が直結している。

2) 手術室看護や手術室実習に対する態度。 6項目

Ql1 手術室における看護は、とても魅力的であると思う。

Q12 手術患者に対して、一生懸命看護したいと思う。

Q13 手術室看護に興味がある。

Q14 手術室で看護(実習)する事に緊張を感じる。

Q15 手術室で看護(実習)する事に不安を感じる。

Q16.手術室での看護というものには、感動が伴うと思う。
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問項目について，手術室実習の前後で，記述統

計を用いて集計した。さらに，手術室実習の前

と後の差に対してWilcoxonの符号付順位和検定

を行い，有意水準は 5%とした。

v.結果

配布75部のうち，回収71部(回収率94.7%)， 

有効回答70部(有効回答率93.3%)であった。

回答者は全員，実習第 1週目の手術室実習を経

験していた。

1 .手術室実習前における，学生の学びと態度

手術室実習前の結果は r4.大変思う」と回

答した度数および割合をみると ，rQ 9.手術室

看護は専門性が高しリ 61人 (87.1%)， rQlO.解

剖・生理の知識が必要J57人 (81.4%)，rQ4. 

チーム医療の重要a性J56人 (80%)の順に多かっ

た(表 2)。また，態度に関する項目では rQ

14.手術室実習 は緊張する J52人 (74.3%)， 

rQ12.手術患者へ一生懸命看護 したいJ47人

(67.1 %)， r Q15.手術室実習は不安J 42人

(60%)の順に多かった。

2.手術室実習後における，学生の学びと態度

手術室実習後の結果は r4.大変思う」と回

答した度数および割合をみると， rQ 2.外回り

看護師の重要性Jが最も多く， 70人全員が「大

変思う Jと回答していた(表 3)。次いで rQ

4.チーム医療の重要性J65人 (92.9%)，rQ9. 

手術室看護は専門性が高いJ63人 (90%)，rQ 

10.解剖・生理の知識が必要J61人 (87.1%) 

であり，これら 3項目は，実習前と同じく上位

にみられた。

手術室看護や手術室実習に対する態度の項目

では， rQ12.手術患者へ一生懸命看護したい」

58人 (82.9%)が最も多く，実習前に比べて増

加した。一方， rQ14.手術室実習は緊張する1

45人 (64.3%)，rQ15.手術室実習は不安J26人

(37.1 %)は，実習前に比べて減少した。これ

ら態度に関する項目全体の傾向をみると，緊張・

不安といった逆転項目を除く 4項目の全てにお

いて r4.大変思う」と回答した度数および割

合が，実習前に比べて実習後に増加し，逆に，

逆転項目の 2項目は実習後に減少した。

表2 手術室実習前における、学生の学びと態度

n =70 
上段度数(人)、下段 割合(%)

質問番号 質問項目 4大変思 3だいた 2あまり l全く思 最小 最大中央値
う い思う 思わない わない

9 手術室看護は専門性が高い 61 9 3 4 4 87. 1 12.9 

10 解剖・生理の知識が必要 57 12 l 2 4 4 
81. 4 iI.1 1.4 

4 チーム医療の重要性 56 13 3 4 4 
80 18. 6 

14 手術室実習は緊張する 52 17 I 2 4 4 74.3 24.3 1.4 

5 病棟手術室ナース聞の連携 50 20 3 4 4 
71. <1 28.6 

12 手術患者へ一生懸命看護したい 47 22 2 4 4 67. 1 31. 4 1.4 

15 手術室実習は不安 42 19 9 
2 4 4 60 27. 1 12.9 

6 観察における五感の活用 38 24 8 2 4 4 b4.3 34.3 11. 4 

2 外回り看護師の重要性 39 29 2 
2 4 55. 7 41. 4 2. 9 

7 医療事故予防対策の実施 35 33 2 2 4 3 
50 47. 1 2. 9 

3 患者への精神的支援による不安緩和 19 41 9 1 4 3 2i.l 58.6 12.9 1.4 

8 コミュニケーション技術の必要性 19 36 14 2 4 3 27.1 51. 4 20 

13 手術室看護に興味がある 16 31 21 2 4 3 
22.9 44. 3 30 2. 9 

看護師の役割は何より清潔な器械出し 15 44 10 l 4 3 
21. 4 62.9 14. 3 1.4 

II 手術室看護は魅力的 14 26 30 2 4 3 
20 37. 1 42.9 

16 手術室看護には感動が伴う 9 28 30 3 4 3 12.9 40 42.9 4.3 
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表 3 手術室実習後における、学生の学びと態度

質問番号 質問項目

2 外回り看護師の重要性

4 チーム医療の重要性

9 手術室看護は専門性が向い

10 解剖 ・生理の知識が必要

12 手術患者へ一生懸命看護したい

6 観察における五感の活用

5 病棟一手術室ナース聞の連携

14 手術室実習は緊張する

8 コミュニケーション技術の必要性

7 医療事故予防対策の実施

11 手術室看護は魅力的

13 手術室看護に興味がある

看護師の役割は何より清潔な器械出し

16 手術室看護には感動が伴う

3 患者への精神的支援による不安緩和

15 手術室実習は不安

3 手術室実習前後の差に対するWilcoxonの符

号付順位和検定の結果

Wilcoxonの符号付順位和検定の結果，有意差

があったものは，手術室看護・手術室のシステ

ムに関する学びの項目では，先の手術室実習後

の結果において上位を占めた fQ2.外回り看

護師の重要性 (p<.OO1)J， fQ4.チーム医療の

重要性 (p<.o1)Jに加えて， fQ 8.コミュニケー

シ ョン技術の必要性 (p< .001) j， f Q 6 .観察に

おける五感の活用 (p<.oo1)J， fQ3.患者への

精神的支援による不安緩和 (p<.01)Jであった

(図1)。

手術室看護や手術室実習に対する態度の項目

では， fQ11.手術室看護は魅力的である (p<.001) J， 

fQ13.手術室看護に興味がある (p<.001) J， fQ 

16.手術室看護には感動が伴う (p<.oo1)j， fQ 

12.手術患者へ一生懸命看護 したい (p<.01)J

をはじめ，態度に関する 6項目全てにおいて有

意差があった(図 2)。

羽.考察

周手術期看護学実習のプログラムの初期に手
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n =70 
上段度数(人)、下段割合(%)

4大変忠 3だいた 2あまり l全く思 最小 最大中央値

つ
70 
100 
65 

92.9 
63 
go 
61 

8T.l 
58 

ll2.9 
56 
80 
55 

78.6 
45 

64.3 
44 

62.9 
41 

58.6 
36 

51. 4 
34 

48.6 
29 

41. 4 
27 

38. 6 
26 

37.1 
26 

37.1 
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い思う 思、わない わない

4 4 4 

4 3 4 4 b.7 
7 3 4 4 
10 
9 

3 4 4 
12.9 

12 3 4 4 17.1 
14 3 4 4 
20 
14 2 4 
20 1.4 
19 6 2 4 

27. 1 8.6 
24 2 2 4 4 

34. 3 2.9 
28 2 4 
40 1.4 
27 6 4 

38.6 8.6 1.4 
26 8 2 4 3 

37.1 11. 4 2.9 
25 13 4 3 

35. 7 18. 6 1.4 
28 14 3 
40 20 1.4 
41 3 2 3 

58.6 4.3 
32 10 3 

45. 7 14.3 1.4 

術室実習を経験することによる，学生のレディ

ネス形成の可能性を検討するために，手術室実

習の前と後における学生の学びと態度の変化に

もとづいて，手術室実習による学習効果を考察

する。

1 .事前学習レポー トと観察学習による効果

手術室看護・手術室のシステムに関する学び

の結果をみると， fQ 9.手術室看護は専門性が

高いj， fQ10.解剖・生理の知識が必要Jとい

う2項目は，手術室実習の前後を通して学生の

認識は高く ，また実習の前後で有意な差が確認

されなかった。これらの項目は，手術室看護の

特徴について，大まかな概念的内容を説明する

ものである。実習前後において有意差がみられ

なかったこと から，これら概念的内容について

は，実習オリエンテーションや事前学習レポー

トによる自己学習を通して，学生は手術室実習

前から理解できていたと考えられる。そして，

手術室実習を通して，外回り看護師とともに対

象者の手術体位をとる技術などを一部経験し，

また直接的な助言や指導を受けることによって，
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外回り看護師の重要性・前 耐 l

外回り看護師の重要性・後

コミュニケーション妓衡の必要性・前 様~[

コミュニケーション技術の必要性・後

患者への精神的支援による不安緩和・前 1初陣週間iii

患者への精神的支援による不安緩和・後 i

観察における五感の活用・前 ?

観察における五惑の活用・後

病棟一手術室ナース聞の連接・前

病棟一手術室ナース聞の連携・後

トム医療の重要性・前

←ム医療の重要性・後

手術室看護は専門性が高い・前

手術室看護は専門性が高い・後

解剖・生理の知識が必要・前

解剖・生理の知識が必要・後

看護節の役割は何より清潔な器械出し・前 11忠弘コ

看護師の役割は何より清潔な器械出し・後

医療事故予防対策の実施・前

医療事故予防対策の実施・後

0出 20唱 40目

n=70 

〈人)

*** 

本**

** 

!園間わない )

|図あまり思わない1

ns.lEだいたい思う | 

l・大型三一|
** 

n.s 

n.8. 

n.s 

n.8. 

60官 80弘 1似〕百

Wi I coxonの符号付順位和検定

p<ー 05 *. p<.OI 帥 p<.OOI 梓本

図 1 手術室看護・手術室のシステムに関する学び

実習後もなお，手術室看護において求められる

専門的知識・技術の高さや，解剖・生理に関連

した基本的知識が必要であるという認識を強く

もち続けることができたと推察する。このこと

から，手術室へ入室し，そこに学生自身が身を

おき，手術室で行われる治療および看護を見学

することにより，学生は後に続く周手術期看護

学実習のケーススタディにむけて，多くの基礎

的知識が求められることを改めて確認する機会

となり，解剖学・生理学や周手術期看護に関連

した基礎学習への取り組みに向けた動機づけに

つながると期待できる。
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一方，手術室実習の前後で、有意差があった項

目は，IQ 2.外回り看護師の重要性J，IQ4.チー

ム医療の重要性J，IQ 6.観察における五感の

活用j， IQ8.コミュニケーション技術の必要

性J，IQ 3.患者への精神的支援による不安緩

和j の5項目で、あった。これらは手術室実習を

経験することによって，学生がより強く認識す

るようになった項目といえる。そのなかでも

IQ 6.観察における五感の活用j， IQ8.コミュ

ニケーション技術の必要性J，IQ 3.患者への

精神的支援による不安緩和」といった 3項目は，

患者へ直接的に提供される看護基礎技術や手術

看護総合科学研究会誌 Vol.10，No.1， Mar. 2007 
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手術室看護には闘 が伴う・前|

手術室看護には感動が伴う・後

手術室看護に興味がある・前

手術室看護に興味がある・後

手術患者へ一生懸命看護したい・前

手術患者へ一生懸命看護したい・後

手術室実習は不安・前

手術室実習は不安・後

手術室実習は緊張する・前

手術室実習は緊張する・後

O~見 20% 40覧 60% 80国

n =70 

(人〕

1∞目

**本

*** 

*キ

* 

* 

Wi Icoxonの符号付順位和検定

p<ー05 本. p<ー 01 仲 p<ー 001 * 特

図2 手術室看護や手術室実習に対する態度

室における具体的な看護実践を示す内容である。

学生は外回り看護師とともに行動するなかで，

手術室内で行われるこれらの看護場面を具体的

にイメージ化できたのであろう。そして，手術

室においても病棟と何ら変わらず行われている

看護基礎技術や対象者へのコミュニケーション

を見学または一部実施することによって，学生

はそれらの重要性を改めて再認識できたと推察

する。

手術室実習を通して学生がこれらについて再

確認できた要因を考察すると，手術室実習前に

必須としている事前学習レポートが学生の手術

室実習に対する動機づけになっている可能性が

考えられる。パンデュラωlこよれば，観察者

は様々なモデ、ノレの活動のすべてに万遍なく注意

を払うのではないことから，単にモデ、ルの反応

を提示するだけでは，それが十分注意を引くと
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は限らない。そして，観察者がモデルの反応の

際立つた特徴に注目し，認知し，弁別するには，

観察者の動機づけの状態と心理的特徴などが要

因となると述べている。このことから，観察者

である学生は，事前学習レポートに取り組むこ

とによって，見学すべき視点に対する示唆をえ

ることができ，効果的な観察学習にとっての動

機づけとなったと考える。それにより，看護基

礎教育を受ける学生にとって専門性が高いとし

て懸念される手術室実習においても，学生の視

点で外回り看護師の行動を注目し，認知し，弁

別し，手術室看護の特徴について，具体的に観

察学習できた。これら手術室看護・手術室のシ

ステムに関する学びは，実際に手術室実習を経

験することによって，はじめて概念的理解のレ

ベルからより具体的・現実的な理解へと学びを

深化できると考えられる。
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2 優れた看護実践を行うロールモデルの存在

の効果

手術室実習の前後で、有意差があった項目のう

ち， rQ 2.外回り看護師の重要性」については，

実習後に全員が r4.大変そう思う j と回答し

ていることから，この項目は手術室実習により

学生がもっとも学んだ点である。この理由は，

実習方法が外回り看護師と行動を伴にし，外回

り看護師から直接的に指導をうける体制をとっ

ていたことから，学生は外回り看護師の実践を

よく観察学習できる状況にあったことが要因と

考えられる。

学生は手術室内で，外回り看護師が行う看護

の一部始終に同行し，事前学習レポートを基盤

として，学生の視点で見学した。その結果，外

回り看護師が行う観察およびコミュニケーショ

ン技術といった看護実践や，外回り看護師によ

るマネジメン トと手術室におけるチーム医療の

実際について， これまで漠然とした理解にとど

まっていた知識が，見学を通して初めて認識で

き，学生はその内容を具体的に理解できたと考

える。

また，もう一つの要因として，外回り看護師

がローノレモデ、ルとなっていたことが考えられる。

平成14年文部科学省，看護学教育の在り方に関

する検討会報告「大学における看護実践能力の

育成の充実にむけてJ16)の中で，臨地実習にお

いて優れた看護が実践されている状況や卓越し

た看護職者のローノレモデ、ノレの存在が学生に与え

る教育効果の重要性が提言されている。 A短大

の学生が実習を行った大学病院の手術部門では，

学生が入室する手術には，あらかじめ経験の豊

富な外回り看護師を配置し，実習指導にあたっ

ていた。このような臨地実習指導者の協力によ

り，単にモデ、ルを提示するだけでなく ，観察者

である学生が弁別可能なように，際立つた特徴

を行動や言動で示してくれたものと思われる。

学生は，外回り看護師の熟達した高度な技術や

役割を発揮している場面を目の当たりにするこ

とで，チーム医療において看護師が果たす役割

-11一

とその価値に気づき，それらを実感できた結果

として，学生全員が強く認識するに至ったと考

える。

3 周手術期看護学実習のケーススタディにむ

けた態度形成の効果

手術室看護や手術室実習に対する態度の項目

についてみると， rQ14.手術室実習は緊張するJ，

rQ15.手術室実習は不安」としづ否定的な心理

を示す 2項目が，ともに実習前にくらべて実習

後は減少し逆に， rQ12.-生懸命看護したしリ，

rQl1.手術室看護は魅力的j， rQ13.手術室看護

に興味がある」など肯定的な心理を示す4項目

は全て，実習前にくらべて実習後は増加した。

さらに，これら態度に関する 6項目は，全て実

習前後で有意差があった。このことから，手術

室実習を経験することにより ，学生の手術看護

や手術室実習に対する心理は良好に変化したと

いえる。

これらの結果は，先に述べたように，事前学

習をふまえた観察学習と優れた看護実践を行う

ロールモデ、ルの存在から， 学生が手術室看護に

対する価値に気づいたためと考えられる。その

ことが学生の心理にポジティブな影響を与え，

手術室看護に対する関心を生み出したと考える。

また，手術を受ける患者像や手術室内部の様子

を具体的に理解し，後に続く周手術期看護学実

習のケーススタディにおける患者像や周手術期

看護をイメ ージするための情報源となり ，学生

の緊張や不安が緩和されたものと考える。

さらに，周手術期看護学実習のケーススタディ

では，学生は再度，受け持ちケースとともに手

術室に入室することが予定されている。それに

加えて，実習後レポート では r手術室実習の

学びから，成人看護学実習のケーススタディに

活かしていきたいこ とは何ですかj とい う問い

かけがあり ，手術室実習を終えた学生は，受け

持ちケースの手術時にはどのように看護を実践

すべきか考え始めることになる。

これら手術室実習を媒介としたく事前学習レ

看護総合科学研究会誌 Vol.10，No.1， Mar. 2007 



溝部佳代・鷲見尚己・武藤異佐子

ポート一手術室実習の経験一実習後レポート〉

という一連の学習過程のなかで，学生の心理は

著しく変化している。したがって，手術室実習

を周手術期看護学実習の初期に位置づけること

は，看護師をめざす学習者に対して，その態度

にポジティブな影響を及ぼし，周手術期看護学

実習にむけた レディネス形成につながる可能性

が期待できる。

一方，留意すべき点として，手術室実習前の

学生は緊張，不安が強く見られることから，教

員や臨地実習指導者は，手術室実習前のオリエ

ンテーションや実習当日において，学生に対す

る心理的サポートを積極的に行う必要があると

示唆を得た。

以上の考察を通して，本研究では，看護基礎

教育を受ける学生にとって一般的に難しいと考

えられる手術室看護および手術をうける対象者

の理解について，事前学習や臨地実習指導者が

ロールモデルとなることは，動機づけとなり効

果的な観察学習につながる可能性があると結論

づけた。また，知識・技術に関する学習を深め

るだけでなく，学生の手術室看護および手術室

実習に関する心理においても良好な変化を得た

ことから，周手術期看護学実習のフ。ログラムの

初期において手術室実習を経験することは，周

手術期看護学実習のケーススタディにむけたレ

ディネス形成につながる可能性が考えられた。

しかし，本研究では，学生が学習した内容そ

のものに関しては，明らかになっていない。具

体的には，手術室実習での学びをどのようにし

てケーススタディに役立てたのか，また，最終

的に周手術期看護学実習における学習目標の達

成にどのようにつなげられたかという点は，分

析できていない。これについては，本研究でふ

れることができなかった質問紙II，IIIの記述内

容を分析することにより，周手術期看護学実習

における手術室実習の意義や，周手術期看護学

実習に関する教授方法の工夫に関する検討を継

続したい。
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四.結論

本研究によって得られた結論は，次の 3点で

ある。

1.学生は，手術室実習において，事前学習レ

ポートにもとづく注意深い観察学習を行い，手

術室看護に関する知識・技術を再確認した。

2.学生は，看護実践のローノレモデ、ルとなる外

回り看護師とともに手術室看護を経験すること

により，チーム医療において看護師が果たす役

割とその価値に気づいた。

3. 手術室実習は，学生の手術室看護や周手術

期看護学に関する知識・技術・態度に良好な変

化をもたらすことから，周手術期看護学実習の

初期に行う意義がある。
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資料 1 手術室実習 事前学習課題

以下の聞いについて簡潔に述べ、 別紙でレポート提出する。

1 滅菌、清潔、汚染の違いは何か?

2 手術室入室における引継ぎ留意事項の要点は何か0

3 麻酔について

① 前投薬の 目的と投与の留意点は何か?

② 全身麻酔(気管内麻酔法)の方法および利点と欠点は何かっ

③ 硬膜外麻酔法の方法および利点と欠点は何か?

④ 麻酔導入時の看護の要点は何かっ

4 手術体位各位の要点と注意点は何かつ

① 仰臥位

② 側臥位

③ 腹臥位

④ 砕石位

③ ジャックナイフ位

5 術中看護の役割と要点は何かっ

① 外回り看護師

② 器械出し看護師

6.術中出血量のカウントはどのように行うのかつ

7.抜管H寺の看護の留意点は何か?

資料2 手術室実習 実習後レポー ト

1 ケースの情報

(例) 年代、 性別、疾患及び術式、手術時間、体位、

申し送り時の特記事項、その他

2.ケースの特性から、術前 ・術中・術後の看護で考慮すべきことを

考えなさい。

3 今回の手術の一般的な術後合併症と観察ポイ ントを述べなさい。

4. 手術室の看護師の役割として学んだことを述へなさ い。

5 病棟との連携という点で気づいたことを述べなさい。

6 手術室実習の学びから、成人看護学実習のケーススタディに活か

していきたいことは何ですか。

7 感想
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Abstract 

The research investigated the efficacy of the operating room nursing practice as a readiness formation 

for a case study of perioperative nursing practice. The research was conducted with self-administered ques-

tionnaires completed by 75 student nurses before and after operating room nursing practice， and the data 

was analyzed by Wilcoxon matched四pairssigned司 rankstest. 

Significant differences were confirmed for five items of the students' leanings conceming the nursing 

care in operation room， including “importance of circulating nurses" ，“importance of team medical care" 

and “need for communication techniques" ， and all six items concemed their attitudes toward nursing care 

in the operation room and operating room nursing practice. 

It was thought that 1) the student nurses reaffirmed the knowledge and techniques conceming nurs-

ing care in the operation room through attentive observation based upon their previous study report， and that 

2) they recognized the role of nurses in team medical care and leamed its importance through nursing care 

experience in the operation room together with circulating nurses as a role model. As a result， it was con-

cluded that the operating room nursing practice was effective as a readiness formation for the case study 

of perioperative nursing practice. 

Key words: operating room nursing practice， prior leaming， modeling， role model， nurse 
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