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和文要旨：  

本研究では視線計測に基づく教育評価項目や評価指標の抽出を目的とし、気管内吸引シミュレーショ

ン中の看護師と看護学生を対象に両眼構成視線計測装置(Pupil，Pupil Labs 社)を用いた視線計測により

手技の所要時間、視線の停留回数・停留時間、停留点移動速度を比較した。視線計測後には、NASA-

TLX を用いて作業負担度を調査した。その結果、所要時間、視線の停留時間、視線の停留回数・停留時

間に有意差が認められた。作業負担度には有意差が見られなかったことから、両群とも模擬環境におい

て同等のストレスがあったと推測される。不慣れな環境においてもパフォーマンスに差が現れることか

ら、手技の所要時間や視線の停留回数・停留時間は習熟度を評価する客観的な指標となりうることが示

された。（337 字） 

 

Title: Comparison of visual proficiency of endotracheal suctioning between novices and experts 

 

Abstract (150 words 程度) 

The current study sought to extract educational criteria from eye-tracking data of expert nurses and 

nursing students. A binocular camera (Pupil, Pupil Labs) was used to measure participants’ eye 

movements. Completion time, gaze fixation frequency, and gaze fixation duration were measured and 

compared between the nurse group and the student group. After performance of endotracheal 

suctioning, participants were asked to complete the Japanese version of the National Aeronautics and 

Space Administration Task Load Index (NASA-TLX) survey. Independent t-tests revealed significant 

differences between the two groups in completion time, gaze fixation frequency, and gaze fixation 

duration. The results revealed no significant differences in the frequency distribution of fixation point 

movement velocity or NASA-TLX scores. The workload might have been equally high in the 

unfamiliar laboratory environment. Completion time, gaze fixation frequency, and gaze fixation 

duration may provide convenient visual quantitative criteria for skill assessment regarding 

endotracheal suctioning. 

（146 語） 



3 
 

 

気管内吸引手技中の視線計測による看護師と看護学生の習熟度の比較 

 

緒言 

在宅用人工呼吸器の登場は、人工呼吸器から離脱できない患者の方々の生活の場を広

げ、長期入院ではなく在宅で家族と共に過ごすことを可能とした。厚生労働省(2016)の報

告によると、0～19 歳を対象とした在宅人工呼吸指導管理料算定件数の推移は 2005 年の

264 件から 2013 年には 2126 件と約 10 倍に増加しており、在宅人工呼吸器装着患児が急

増している 1)。これに対し、2012 年 4 月から「社会福祉士及び介護福祉士法」（昭和 62

年法律第 30 号）の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等にお

いては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で

『たんの吸引等』の行為を実施できることになった 2)。しかしながら、気管内吸引は看護

技術の中でもタスクの多重度と複雑さ、そしてリスクを伴う技術であることから、依然と

して侵襲の高い技術として分類されている 3)。そのため、気管内吸引を非医療従事者が安

全・安心かつ適切に行うことができるような実施方法や教育方法を開発することが急務で

ある。 

看護基礎教育期においては、気管内吸引は侵襲性の高い技術であるとして病院実習でも

見学で終始することが多い 4)。患者が侵襲を負うことなく実際の吸引手技を実施でき、反

復練習が可能な教育方法として模型を使用したシミュレーション教育導入が急務である

5)。近年、シミュレーター教育に関する研究では、教育効果の判定に視線計測を用いること

が試みられている。看護師は患者を看護する際、フィジカルアセスメントなどの看護診断

情報について五感を用いて把握しているが、五感を用いた情報収集の中でも、87％は視覚

情報 6)とも言われており、視覚情報は看護実践の質を左右するものであるといえる。しか

しながら先行研究においては、看護学生と看護師の視線には特徴があるとしつつも、視線

を用いた教育効果の評価に関する統一した見解はまだ得られていない 7)。そこで本研究で

は、人工呼吸器装着患者のケアに必須の技術である気管内吸引についてシミュレーターを
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用いた視線計測実験を行った。そして、看護学生および看護師に気管内吸引を実施しても

らい看護師及び看護学生の手技の所要時間、視線の停留回数・停留時間、停留点移動速度

などを分析・比較することで看護学生と看護師の視線の相違や共通点を明らかにし、視線

計測に基づく教育評価項目や評価指標の抽出を検討することを目的とした。 

 

研究方法 

1．対象 

気管内吸引実施経験のある看護師群(以下、Ns 群)12 名、吸引演習終了後半年以上経過

した A 大学の看護学生群(以下、St 群)3 年生 9 名、4 年生 3 名より研究協力の同意が得ら

れた。St 群が大学のカリキュラムとして受けた吸引演習では、本研究で用いたシミュレー

ターと同型のものが使用されており、使い捨て法を 1 回実施していた。St 群においては、

吸引演習後から本実験までに気管内吸引の実施機会はなかった。St 群に左利きが 1 名いた

が、他の被験者と結果を比較して大きな差が認められなかったことから、左利きの被験者

も含めた。 

2．視線計測方法と実演方法 

本研究における使用機器を図 1 に示す。両眼構成視線計測装置(Pupil，Pupil Labs 社)と

気管内吸引シミュレーター（M85,11229-000,京都科学）、吸引器（パワースマイル,新鋭工

業）を用いた。Pupil のサンプリングレートは 60Hz である。人工呼吸器装着中という設

定で手袋の装着後から全てのプロセスが終了するまでを 1 回の計測とカウントし、測定前

には実験者がデモンストレーションしたのち、疑問や不安点を口頭で確認した後に手技を

計 2 回実施してもらった。統一した手技による眼球運動を測定するため、途中で手技を間

違えたり、計測物を落とした場合は計測を中止し再測定した。手技の実施中に眼球運動を

計測し、良い方のデータを分析対象とした。実験室は遮光カーテンを利用し蛍光灯の同じ

光量下で測定した。図 2 に本実験中の一場面と Pupil の映像データを示す。 

3．分析方法 

分析ソフトには MATLAB 2014a、SPSS Statistics（Version 22.0）を使用した。Ns 群
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と St 群の視線の停留時間・停留回数、停留点動速度頻度分析を行った。寺井ら(2017)によ

ると、看護場面における視線解析を用いた研究では視線の停留点の定義が統一されていな

い 7)。そのため、先行研究で用いられていた定義を参考に移動速度を 0.1 秒における角度

の変化(角速度）【°／100ms】、停留点を 0.1 秒間で 2°以内の視線移動と定義した 8)。群

間比較は独立 2 群の t 検定を用いた。有意水準は 5%とした。 

4．アンケート 

測定後には、芳賀ら(1994)による作業負担度の主観的評価手法である日本語版 NASA‐

TLX(Japanese version of National Aeronautics and Space Administration Task Lord 

Index)を用い、本研究での吸引動作における学生と看護師の負荷仕事量評価を行った 9)。

日本語版 NASA‐TLX とは、あるタスク（ここでは気管内吸引）に対し負荷仕事量

（workload）を示すための手法であり、タスクの仕事量を示すために基本となる６つの評

価尺度「知的・知覚的要求」「身体的要求」「タイムプレッシャー」「作業成績」「努力」「フ

ラストレーション」が用意されている(表 1)。また、各評価尺度に重みをつけることで最終

的なタスクに対する負荷仕事量を数値として算出可能な尺度とされている。 

①アンケート調査方法 

(ⅰ)被験者全員に各尺度について負担評価の際に用いる説明文(表 1)を読んでもらい、

10cm(左端:0cm,右端:10cm)の長さの直線上の適当であると思われる位置に印をつけてもら

う(例：身体的要求の場合、「小さい」と「大きい」の間の適当な位置に印をつけてもら

う)。その後 0cm から印までの長さを測り、長さ［cm］×10 の数値を負担度の評定値(0～

100[点])とした。評定値が高いほどその尺度における作業負担が高いことを示す。 

(ⅱ)次に、６つの評価尺度毎の対比を 15 通り行ってもらい、各評価尺度に対する重みを一

対比較により評価した。（例：知覚的要求と身体的要求ではどちらが重要であるか？）ま

た、6 尺度の評定値を先述の一対比較で得られた重みを用いて加重平均した値が mean 

weighted workload score(加重平均作業負荷得点：WWL)である。 

(ⅲ)(ⅰ)と(ⅱ)で得られた独立 2 群の各尺度における評定値の比較はマン=ホイットニ－の

U 検定を用いた。有意水準は 5%とした。 
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倫理的配慮 

北海道大学大学院保健科学研究院倫理審査委員会により承認された（17-81-2）。 

全ての参加者からの書面による同意は、研究に先立って得られたものである。 

 

結果 

実験期間は 2018 年 3 月であった。分析対象者の基本的属性を表 2 に示す。データの欠

損が多かった看護師 4 名と学生 4 名を除く Ns 群 8 名、St 群 8 名分のデータを分析した。 

表 2 における「使い捨て法」は、吸引カテーテルを毎回使い捨てる方法で、急性期病棟

でよく使用される方法である。「乾燥法」は吸引カテーテルのコスト削減のため吸引後のカ

テーテルを洗浄・アルコール消毒し再利用（1 日 1 回交換）する方法で、長期入所施設等

で使用されることが多い。「閉鎖式」は吸引カテーテルの周囲にスリーブと呼ばれる覆いが

ある特殊なカテーテルを使用し、人工呼吸器の接続を外さずに吸引できる吸引法である。 

１．手技の所要時間、視線の停留時間・平均停留時間割合 

各群の手技の平均所要時間(±標準偏差,以下同様に表示)と、所要時間における視線の平

均停留時間、視線の平均停留時間割合(＝平均停留時間/平均所要時間×100[%])を図 3 に示

す。Ns 群の平均所要時間は約 88.2 秒、St 群の平均所要時間は 112.3 秒と St 群は看護師

の約 1.27 倍長く、Ns 群の所要時間は St 群に比較して有意に短かった (p = 0.006)。ま

た、Ns 群の右目平均停留時間は 55.4 秒、左目平均停留時間は 54.4 秒で、St 群の右目平

均停留時間は 80.7 秒、左目平均停留時間は 80.5 秒と Ns 群の方が有意に短かった(右目：

p=0.03 左目：p=0.03)。Ns 群の右目平均停留時間割合は 62.8％、左目平均停留時間割合

は 61.6％で、St 群の右目平均停留時間割合は 71.9％、左目平均停留時間割合は 71.7％

で、二群間において統計学的有意差は認められなかったが、Ns 群の方が 10%程度、所要

時間に比した停留時間が短かった(p＞0.05)。 

２．視線の停留回数 

各群の所要時間における視線の平均停留回数を図 4 に示す。Ns 群の平均停留回数は右目
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63.6 回、左目 67.3 回で、St 群の平均停留回数は右目 88.8 回、83.4 回と、両目ともに Ns

群の方が学生よりも有意に少なかった(右目：p=0.004 左目：p=0.04)。 

３．視線の停留点移動速度 

各群の視線の停留点平均移動速度の頻度分布を図 5 に示す。また、停留点移動速度頻度

は、2～29°の階級をピークとする単峰性の分布をしており両目ともに有意差は認められな

かった（p＞0.05）図 7 の各群において各階級での移動速度頻度をカウントして合計し、時

間(秒)換算しても平均所要時間には満たなかった。 

[Ⅳ]日本語版 NASA-TLX におけるワークロード評価 

Ns 群 12 名、St 群 12 名が回答し、回答率・回収率は両群共に 100％であった。日本語版

NASA-TLX の各尺度における Ns 群と St 群の作業負担度の評定値と全体的な負荷、加重平

均作業負荷得点(WWL 得点)を図 6 に示す。知的・知覚的要求の項目では看護師が学生の値

を上回り、それ以外の項目では学生が看護師の値を上回ったが各尺度において 2 群間に有

意差は認められなかった（p＞0.05）。 

 

考察 

実験の結果、Ns 群の手技の所要時間は St 群よりも有意に短く、視線の停留時間・回数も

有意に少なかった。これは、看護師が吸引技術を習熟するにつれ、無駄な動きや視線移動

が減少したことが一因と考えられる。一方で、視線の停留時間割合、停留点移動速度頻度

には有意差がなかった。また、日本語版 NASA-TLX における作業負担度評価では知的・知

覚的要求の項目で Ns 群が St 群の値を上回り、それ以外の項目では St 群が Ns 群の値を

上回ったが各項目で二群間の有意差はなかった。 

吸引動作において Ns 群の所要時間が St 群の所要時間よりも有意に短かったことは、先

行研究でも同様の知見が報告されており 8)、所要時間の短縮を習熟度の一つの評価項目とみ

なすことは、日常の経験からも当然と考えられる。しかしながら、Ns 群の所要時間、視線

の停留回数・停留時間に群間差が認められたにも関わらず所要時間に占める停留時間の割合

には差がなかった。この点に関しては、看護師は素早い眼球運動をしながらも気管内吸引中
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の観察箇所をじっくりと注視するが、学生は関心領域の切り替えが早く、注視項目が定まっ

ていないことが一因と考えられる。そのため、視線の停留と情報収集効率に関する更なる研

究の必要性がある。河合ら(2000)によると、「ベッドサイドの観察など看護の日常場面にお

ける眼球運動を測定した研究で、看護師は観察時に注視点が 4 点に限局化していたが、看護

学生は観察の視点が定まっていなかった」10)とあり、本研究と同様の知見が報告されている。 

両眼の停留回数について、特に右目に大きな有意差が認められたという結果からは、利き

目と非利き目の左右差が現れたものと推測される。國部ら(2015)の報告によると、利き目は

非利き目に比べて注視方向の維持が優れていることを示し、非利き目は反対側の視野におけ

る注視位置の維持が困難であることが指摘されている 11)。本研究結果においても、物品の配

置や体の向きが非利き目の停留回数・停留時間に関与した可能性がある。そのため、利き目

と注視の維持の関係性、視線が停留するタイミングや停留項目等の差異の明確化が今後の課

題である。 

視線の停留点移動速度頻度では両群とも単峰性の分布をしており有意差はなかった。先行

研究では EMR-9®(NAC Image Technology Inc.)という眼球運動測定器を用いて気管内吸引

の手技を 6 段階に分けて眼球運動を測定しており、停留点移動速度頻度分布において Ns 群

には二峰性分布、St 群は本研究と同様に単峰の分布をしていた 8)。 また、各階級での移動

速度頻度をカウントして合計し、時間(秒)換算しても平均所要時間には満たなかったのは、

Pupilの動作速度が一定ではなくダウンサンプリングの際にダウンサンプリング周期よりも

遅いことが要因と考えられる。適切なサンプリングレートについて検証する必要がある。 

日本語版 NASA-TLX によるアンケートでも作業負担感には 2 群間で有意差がなかったこ

とから、異なる環境で、慣れない物品を使用した模擬環境に対して同等のストレス下の中で

気管内吸引を実演していたと推測される。本研究で Ns 群に二峰性分布が見られなかったの

は、気管吸引の手技を統一したことや模擬環境という Ns 群が普段行う吸引とは違う環境で

の動作や視線の動きであったことや使用機器が異なることなどが影響したと考えられる。 

末次（2016）によれば、“臨床経験をもつ看護師は、患者の術後経過をふまえて現時点で

最も注視すべき情報に注目して観察を行っている”という。患者に起こりうる症状を踏まえ
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た観察項目の把握の程度は、観察項目の正確性やアセスメント能力に直結する看護スキルで

ある。今後、視線計測を習熟度評価に用いる際、停留時間・回数のほか、気管内吸引を必要

とする患者にケアを提供する際に必須となる観察項目や観察順序を明らかにすることで、よ

り効果的・実践的な教育方法の開発が可能と考えられた。 

 

今後の課題 

本研究では視線計測の分析において、利き目と注視の維持の関係性には触れられていない

点が研究の限界である。今後は、Ns 群と St 群それぞれで視線が停留するタイミングや停留

項目を比較し関係性を見出すことが課題である。また、手技を統一したことにより視線の停

留点移動速度において有意な差がみられなかった可能性があるため、気管内吸引の始めと終

わりの手技だけを統一し、Ns 群は普段から行っている吸引法を、St 群は教科書で学んだ方

法で実施するなどして分析を行うことで新たな相違点や共通点を見出していくことが今後

の課題である。 

 

結論  

シミュレーションに対し気管内吸引を実施する Ns 群と St 群の所要時間、視線の停留回

数・停留時間、停留点移動速度を比較した結果、停留点移動速度以外の項目で有意差が認め

られた。作業負担度には有意差が見られず、両群とも模擬環境に同等のストレスがあったと

推測された。不慣れな環境においても 2 群間でパフォーマンスに差が現れることから、手技

の所要時間や視線の停留回数・停留時間は熟練度を評価する客観的な指標となりうることが

示された。 

 

謝辞  

本研究に協力してくださった、看護師 12 名および A 大学所属の学生 12 名の皆様に深く

感謝申し上げます。本研究は JSPS 科研費(17H04425)の助成を受けたものです。 

 



10 
 

文献 

1) 厚生労働省：医療的ケア児について．厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

課障害児・発達障害者支援室．在宅医療及び障害福祉サービスを必要とする障害児等の地

域支援体制構築に係る医療・福祉担当者合同会議．2016 

2) 厚生労働省：介護職員等による喀痰吸引等実施のための制度について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000464962.pdf （2019 年 1 月 4 日閲覧） 

3) 中根正樹，森永俊彦，鵜澤吉宏，宮地哲也，林真理，安保弘子，野村知由樹，高山綾，横

山仁志，嶋先晃，石川悠加，尾崎孝平．気管吸引ガイドライン 2013(成人で人工気道を有

する患者のための)．日本呼吸療法医学会気管吸引ガイドライン改訂ワーキンググループ．

2013；30：75-91 

4) 中谷信江，張替直美，宮腰由紀子：気管内吸引技術の看護基礎教育における授業方法の

検討―卒業生へのアンケート調査をもとに一．山口県立大学看護学部紀要．2004；8：49-

57 

5) 岡山加奈，渡邉久美，犬飼智子，名越恵美，高林範子，北村亜希子，荻野哲也 二宮一

枝：看護実践能力向上のための学士課程における看護基礎教育とその評価方法の構築に向

けて(第２報）「呼吸を整える技術」における看護教育の現状と今後の課題．岡山県立大学

保健福祉学部紀要．2012；19：91-99 

6) 社団法人照明学会編：屋内照明のガイド．電気書院．1978 

7) 寺井梨恵子, 丸岡直子，林静子：看護場面における視線解析を用いた研究の動向と今後

の課題．石川看護雑誌．2017；14：13-22 

8) Colley N，Asaka T，Sakai S，Nagata Y，Shimizu H，Honda C，Sasaki T，Nishioka 

T.：DIFFERENCES IN VISUAL ATTENTION BETWEEN NOVICES AND EXPERT 

NURSES PERFORMING ENDOTRACHEAL SUCTIONING(ES):A SIMULATION 

SUTDY．医工学治療．2015；29：135-141 

9)  芳賀 繁：NASA タスクロードインデックス日本語版の作成と試行．鉄道総 研報告．

1994：8(1)；15－20 

https://www.mhlw.go.jp/content/000464962.pdf


11 
 

10) 河合千恵子．看護教育における患者観察力習得の重要性．久留米医会誌．2000；63：

201-210 

11) 國部雅大：視野空間における両眼眼球運動および注視安定性に関する実験的検討．筑

波大学体育系紀要．2015；38：139-142 

12)  Norie Suetsugu, Masafumi Ohki, Tsunehisa Kaku：Quantitative Analysis of 

Nursing Observation Employing a Portable Eye-Tracker Open Journal of Nursing, 2016; 

6: 53-61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

表１ 日本語版 NASA-TLX における尺度名と説明 
尺度名 

(終端点) 
説明文(上段は一対比較、下段は負担評価の際に用いる) 

 
 

知的・知覚的要求 
(小さい/大きい) 

どの程度の知的・知覚的活動(考える,決める,計算する,記憶する,見る,など)を必要
とするか．課題が優しいか難しいか,単純か複雑か,正確さが求められるか,大ざっ
ぱでよいか 
どの程度の知的・知覚的活動(考える,決める,計算する,記憶する,見る,など)を必要
としましたか．課題は優しかったですか,難しかったですか,単純でしたか複雑でし
たか,性格差が求められましたか大ざっぱでよかったですか 

 
 

身体的要求 
(小さい/大きい) 

どの程度の身体的活動(押す,引く,回す,制御する,動き回る,など,)を必要とするか．
作業がラクかキツイか,ゆっくりできるかキビキビやらなければならないか,休み
休みできるか動きづめか 
どの程度の身体的活動(押す,引く,回す,制御する,動き回る,など,)を必要としまし
たか．作業がラクでしたかキツかったですか,ゆっくりできましたかキビキビやら
なければいけませんでしたか,休み休みできましたか動きづめでしたか 

 
 

タイムプレッシャー 
(弱い/強い) 

仕事のペースや課題が発生する頻度のために感じる時間的切迫感がどの程度か,
ペースはゆっくりで余裕のあるものか,それとも早くて余裕のないものか 
仕事のペースや課題が発生する頻度のために感じる時間的切迫感はどの程度でし
たか,ペースはゆっくりで余裕のあるものでしたか,それとも速くて余裕のないも
のでしたか 

 
 

作業成績 
(良い/悪い) 

 

作業指示者(またはあなた自身)によって設定された課題の目標をどの程度達成出
来たと考えるか,目標の達成に関してじぶんの作業成績にどの程度満足してるか 
作業指示者(またはあなた自身)によって設定された課題の目標をどの程度達成出
来たと考えるか,目標の達成に関してじぶんの作業成績にどの程度満足してるか 

 
 

努力 
(低い/高い) 

作業成績のレベルを達成・維持するために,環境的・身体的にどの程度いっしょう
けんめいに作業しなければならないか 
作業成績のレベルを達成・維持するために,環境的・身体的にどの程度いっしょう
けんめいに作業しなければならないか 

 
 

フラストレーション 
(低い/高い) 

作業中に,不安感,落胆,イライラ,ストレス,悩みをどの程度感じるか．あるいは安心
感,満足感,充足感,楽しさ,リラックスをどの程度感じるか 
作業中に,不安感,落胆,イライラ,ストレス,悩みをどの程度感じましたか．あるいは
安心感,満足感,充足感,楽しさ,リラックスをどの程度感じましたか 

 
全体的な負荷 

さまざまな負担要因,負担原因,部分部分の課題内容を総合すると,全体としてどの
程度の作業負担を感じましたか 
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表 2 分析対象者の基本的属性 

No. 利き手 普段の、あるいは習った吸引法 経験年数 経験のある診療科 

Ns群 

1 右 使い捨て法 8 ICU 

2 右 乾燥法，使い捨て法，閉鎖式 20 ICU, NICU, 重症児 

3 右 使い捨て法 5 呼吸器外科 

4 右 使い捨て法，閉鎖式 4 呼吸器外科 

5 右 乾燥法 15 重症児 

10 右 乾燥法 31 重症児 

11 右 使い捨て法 11 消化器外科 

12 右 使い捨て法 22 リハビリ 

St群 

1 右 使い捨て法 ー ー 

3 右 使い捨て法 ー ー 

4 右 使い捨て法 ー ー 

5 右 使い捨て法 ー ー 

8 右 使い捨て法 ー ー 

9 右 使い捨て法 ー ー 

10 右 使い捨て法 ー ー 

11 左 使い捨て法 ー ー 
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 図２ 実験風景（左）と Pupil の視野カメラによる映像（右） 
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図 3 手技の平均所要時間と視線の平均停留時間（上）、 

視線の平均停留時間割合（下） 
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図 4 視線の平均停留回数 
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図 5 停留点間移動速度の頻度分布 
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図 6 日本語版 NASA-TLX の各尺度に対する評定値 

 


