
修士論文

術中支援を目的とする手術手順記述法の提案

指導教官 田中 克巳 教授

京都大学大学院情報学研究科

修士課程社会情報学専攻

藤原 香織

平成 年 月 日



術中支援を目的とする手術手順記述法の提案

藤原 香織

内容梗概

外科手術は複数の医療者の同期並列処理であり、特に緊急事態において円滑

でより安全な手術を進行を行うため、医療事故防止のためには、各医療者が正

しい手術手順を適切なタイミングで行うことが大切である。したがって、術中

に手術手順を教示するシステムは有効であると考えられる。手術手順を教示す

るシステムの構築のためには詳細な手術手順を電子的に記述することが必要で

ある。また、術前の手術手順確認、術後の手術記録調査、新人スタッフの教育

などのためにも手術手順の詳細な記述は欠かせない。しかし、現在の手術手順

書は情報量が不十分である。

本論文では、手術手順書の電子的、構造的な記述法を提案した。手術手順書

には、手術操作や使用器材、使用器材の準備方法についてのデータと、各手術

手順の順序関係、同期、並列の関係が記述される必要がある。さらに、手術手

順書は頻繁に参照、更新されることが予想されるため、記述インターフェース

は医療者が記述できる程度に簡便化する必要がある。

提案手法ではまず、ベースとなる記述方式として、同期並列表現に優れたペ

トリネットを選定し、プレースに手術操作を、トランジションに器材を充て、手

術手順書の内容が記述できることを確認した。さらに、医療者が理解しやすい

よう、同期表現の変更によってノード数の削減を行い、また、手術手順と手術手

順に利用する器材をひとまとめにすることで、アークの記述数の削減を行った。

本研究では、看護師を被験者として、記述インタフェースのプロトタイプを

用いて、特定の手術手順を記述する実験を行った。実験の結果、手術経験の有無

に関係なく、提案記述法は、記述時間の短縮、記述内容の読みやすさの向上、記

述の正確さの向上を実現することが明らかになった。また、記述インターフェー

スは、スクロールバーなどを使わず、本研究で提案するコンポーネント化のよ

うに手術手順を分割、階層化するなどして、 階層あたりの記述量を 画面に

収めるのが望ましいことを確認した。さらに、医療者は基本的には手術手順を

中心にして思考し、行動を決定するが、経験を積んだ医療者はについては行動

の決定過程を再構築していることが示唆された。



本研究で提案した手術手順記述法は、術中情報支援に用いるだけではなく、

これまで「経験」によって蓄積されてきた手術手順の明文化をも行うものであ

る。本研究で提案した手術手順記述法が広く用いられることで、医療者への教

育や、術前の手術手順確認、術後の手術記録調査、医療事故の際の問題調査な

どが容易になり、医療技術そのものの向上が進むことが期待出来る。
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第 章 はじめに

外科手術では、患者への執刀を行う術者、術野の確保をするなど術者の補助

をする助手、患者の全身管理を行う麻酔医、術者や助手の使用器機の準備を行

う直接介助看護師、薬剤の準備、室内環境の整備など外回りの業務を行う間接

介助看護師といった多数のスタッフが関わっている にもかかわらず、現在の

術中支援研究は、術者に対する支援が中心である 。円滑に手術を進行させ

るためには、各スタッフが状況に併せて適切な行動を取る必要があるが、経験

の少ないスタッフにとって、患者の様態や手術の様式によって刻々と変わる手

術手順を完全に記憶し、様々な状況判断を行うことは非常に困難である。よっ

て、手術の進行に応じて、手術手順書に書かれている手順を経験の少ないスタッ

フへ提示する術中情報支援が必要である。

情報技術を用いた手術手順の術中提示を行うためには、まず、手術手順書を

電子的に記述することが必要となる。また、手術手順の電子的記述が可能とな

れば、術前の手術手順確認、術後の手術記録調査、さらには新人スタッフの教育

など、様々な応用が可能となる。ただし、以上を実現するためには、情報科学の

知識がない医療従事者でも容易に記述、理解が可能なユーザーインターフェー

スを提供することが必要である。

手術手順は各医療者の同期並列処理であるため、手術手順の記述言語は、同

期並列処理の表現が可能でなければならない。ところが、現在の手術手順書は

各スタッフの手順ごとに分けられて書かれているため、どの手順がどの手順と

同期処理、もしくは、並列処理されるのかが明らかでない。

本研究ではまず、同期並列的なデータフローを扱うことができるペトリネッ

トで手術手順を記述する。さらに、ペトリネットに変換可能で、医療者がより

簡便に提示、記述できるグラフィカルな手術手順記述インターフェースの構築

を行う。

本論文では第 章で先行研究について述べ、第 章で提案する記述手法とそ

の実装システムについて述べる。第 章では提案記述手法の有用性についての

評価結果、考察を行う。最後に、第 章で結論を述べる。



第 章 外科手術の既述法とワークフロー分析法

本章では、本研究の背景を述べる。 節ではまず、現在の外科手術について

説明する。次に、 節では、現在一般的に用いられているワークフロー分析法

について説明する。

外科手術とその現行既述法

本節では、外科手術の特徴と、現在利用されている手術手順書について述べる。

外科手術の特徴

外科手術は、術者、助手、直接介助看護師、間接介助看護師、麻酔科医の少

なくとも 人以上の医療者によって行われる。場合によっては各役割に対して

複数人数が当てられる。

図 医療者の配置

手術を行う部位によって配置は異なるが、例えば脳外科手術における各医療

者の大まかな物理的配置は図 のようになる。医療者の作業領域はまず、清潔

領域と不潔領域に分けられる。清潔領域には患者の手術対象部位である術野が

あり、直接術野に触れる医療者である術者、助手、直接介助看護師が作業を行っ

ている。術者は執刀などのメインの手術操作を行い、助手は術野の確保など術

者の補助を行う。直接介助看護師は、術者や助手が使用する器材の準備やメン

テナンスを行う。清潔領域以外を不潔領域と呼び、麻酔科医や間接介助看護師

は不潔領域で作業を行う。麻酔科医は患者の循環管理や呼吸管理、麻酔管理を

行い、間接介助看護師は手術対象部位以外の患者の看護や、器材の補充、記録

を行う 。

以上のように手術では各医療者がそれぞれ異なる作業を行うため、少なくと



も医療者の人数分の作業が並列して行われている。場合によっては術者や助手

が右手と左手で違う作業を行うため、最大で 術者の人数＋助手の人数 × ＋

直接介助看護師の人数 ＋ 間接介助看護師の人数 ＋ 麻酔科医の人数 の作

業が並列して行われる。なお、医療者は清潔領域と不潔領域を行き来すること

はできず、 領域間の物質的なやり取りも、直接介助看護師と間接介助看護師

が器械台を介して、手術に使う機械や器具、医薬品 以後まとめて器材と呼ぶ

をやりとりするのみである。当然、間接介助看護師が触れた部分を、直接的に

直接介助看護師が触れることはない。

手術は患者の状況の変化に対して術者が手術手順の進行を判断するため、手

術の術式や患者の状態、術者が誰であるかによって手順が異なる。一方で、術

者以外の医療者が次の手術手順の進行に必要な作業が完了していない場合には、

術者も次の手術手順に移ることが出来ない。したがって、外科手術においては、

各医療者の作業の同期を行わなくてはならない。

現在の手術教育と術中支援の必要性

外科手術は で述べたとおり複雑である上に、現在の新人の医療者の教育

方法は、術中にベテランの医療者が教授する、もしくはベテランの医療者の手

術を観察して憶える、という方式を取っているために、医療者の教育には時間

がかかる。例えば直接介助看護師の場合、分野によっては育成に 年以上を要

する。

しかし一方で、円滑な手術を進行するために、毎回の手術においては各医療

者が状況に併せて適切な行動を取ることが求められる。特に動脈出血などの緊

急事態における危機管理や、患者の体内へのガーゼの置き忘れなどの医療事故

防止のために、直接介助看護師が予め緊急事態に備えて必要器材を準備してお

き、状況を把握して素早く必要器材の手渡しを行い、術者や助手が適切な処置

を行うことが必要である。以上から、術中に各医療者が取るべき行動を提示す

るシステムは有効であると考えられる。そのためにはまず、手術手順を構造的

に、電子的に記述することが必要である。

手術手順書

現在、手術手順が記述されている資料としては、手術手順書がある。手術手

順書は、図 のようになっている。図 は外科医用の手順書 、図 は看護

師用の手順書 より脳神経外科手術の皮膚切開の手順を抜粋したものである。

外科医の手順書は主に手術手技と手技を行う際の注意点、必要最低限の器材



について大まかな流れを平文で記してあり、看護師の手順書は、使用器材と外

科医の手術操作、看護師の作業に分類して記述している。いずれの手順書にお

いても、術者以外の手順が記されていない上、どの手順が同時に行われ、どの

手順が前後関係にあるのか明確でない。その上、最も一般的な つのパスのみ

を記述しているだけであり、術者や患者の状態による手術手順の差違にも対応

していない。よって、現在の手術手順書は十分な情報量を保有しているとは言

えない。

図 外科医用の手順書

図 看護師用の手順書



また、十分な情報量でないために、現在の手術手順書の利用方法としては、

自習や術前確認などの個人的な使用にとどまっているが、 節で述べたよう

な術中支援以外にも、教育や術前・術後の詳細な検討、手術手順の標準化のた

めに、手術手順を詳細に記述することは必要である。

ワークフロー分析法

本章では、既存の各ワークフロー分析法の特徴について述べる。

医療分野におけるワークフロー分析

医療分野では、医療行為の分析や管理のために、クリニカルパスと呼ばれる

ツールがしばしば用いられる。

クリニカルパスは、クリティカルパス、パス法、クリニカル・パスウェイ、コー

ディネイテッド・ケア・プランなどとも呼ばれ、患者の病棟看護を中心に、特

定の時間の枠組みの中で参照するためのケア提供者や支援部門に要求される行

動をアウトラインで示したツールである 。クリニカルパスでは、入院か

ら退院まで 日単位でワークシートを作成し、管理する。

クリニカルパスは、特定のワークフロー分析法を指すのではなく、標準治療

手順の工程表の総称である。横軸に時間 単位 日 、縦軸に検査、薬など、主に

病棟での医療行為を大まかに分類して表形式に表記し、同一疾患群の患者の

割が当てはまるように作成される。クリニカルパスは診断群別包括支払方式

の

導入による経営管理の必要性と、マネジドケア 管理医療 の必要性から開発さ

れ、広まったものであるが、医療事故などの危機管理対策のための手順確認や、

患者用にクリニカルパスを作成してインフォームドコンセントに利用すること

によって、患者の満足度の向上にも利用する。

クリニカルパスは、入院日数減少に最も大きな効果をみせるためか、病棟看

護を中心に発達し、手術当日部分がないパスも多々見られる。また、手術当日

部分がある場合も、手術手順内容まで記述するものではない。したがって、ク

リニカルパスは簡素でわかりやすいが、あくまで日単位のワークシートでしか

ない。

ネットワークグラフとクリティカルパス

ネットワークグラフ アローダイヤグラム、 図などともいう は、作業

の順序関係と必要日数を知るための有向グラフである 。図 に例を示す。白



丸のノードは作業の目的、矢印は作業を示す。白丸の中に書いてある番号は作業

番号であり、矢印の下に書いている数字は、作業完了までにかかる日数である。

クリティカルパスは、ネットワークグラフから求められる、各ノードに到着す

る最早時刻と最遅時刻の差が となる一連の作業で終点に至るパスである。ク

リティカルパス法は、クリニカルパスの名前の由来にもなっているとおり、ク

リニカルパスの導出法として初期段階から使用され、現在でもしばしば使われ

ている 。

クリティカルパスは簡明に作業の前後関係と所要時間を表し、最遅時間を考

慮することで同期を表現できるが、どの作業とどの作業が並列しているかわか

りにくく、また、作業に必要な資源の表現はできない。

図 ネットワークグラフとクリティカルパス

ガントチャート

ガントチャートは、各作業を縦に並べ、横軸として時間の経過をとり、横棒

を用いて各作業の作業時間を表す図である。各作業ごとの作業開始・終了タイ

ミングや必要時間はわかりやすいが、作業ごとに別々に書かれているため、順

序関係や同期表現など、複数作業の関係が表現できない。ただし、表記が時間

と作業の表形式でわかりやすいため、クリニカルパスの、エンドユーザーへの

表記は主にガントチャートで行われる 。図 にガントチャートを使ったク

リニカルパスの例を示す。

では、まず作業を基本単位である「活動」に分割し

て、活動を四角で、活動間を繋ぐ媒体となるものや条件を矢印で表現する

。次に、活動と矢印を複数組み合わせ、活動間のものや情報の流れを表現する



図 ガントチャート

ことにより、一連の作業を記述する。 には のモデルが定義されている

が、実際に使用されているのは、活動をモデリングする 、情報、データ

モデリング手法である 、プロセス記述獲得手法である である。

まず では、図 のように、活動を示す四角形と、活動へ入る、ある

いは活動から出て行くものや情報を、四角形から出入りする矢印で示す。四角

の左側から入る矢印 で入力を表し、上から入る矢印である制御 でタイ

ミングなどの制約条件を示し、下から入る矢印である機構 で入力から適切

な出力を得るための資源を、右から出る矢印 で出力を表す。 は、

図 のように、ものや、ものとものの関係を記述して情報モデルを記述する。

では、ものを四角で表し、ものとものを線で結び、所有側に黒丸を

つけることで、 関係 を示す。 は、 のモデリングの難し

さから後に追加された記述法である。特徴は作業を入力や機構などを厳密に決

定しないことである。図 のように、四角の上半分に作業内容、左下に番号を

記すことで各作業を示し、各作業を矢印で繋ぐことで作業の流れ図を表す。

では同期表現、シミュレーションも可能であり、医療分野でも、災害看

護支援ネットワーク や、緊急時のワークフロー の分析に利用されてい



る。しかし、作業と資源が もしくは と にわけて表示

されるため、利用者は複数の図を参照する必要がある。

図

図

ペトリネット

ペトリネットは並列分散システムを記述する為の手法である 。並列分

散システムでは、通常の意味での「時計」は存在せず、事象の間に半順序関係

が存在するのみであり、この順序に反していなければ生起可能な事象はいつ生

起しても良いし、順序の定義されていない二つの事象はどちらが先に生起して

も良い。図 はペトリネットの例である。ペトリネットでは、プレースと呼ば

れる白丸が各事象を表し、トランジションと呼ばれる四角又は横棒が条件を表

す。トランジションとプレースを矢印で表されるアークで接続することで、ト

ランジションは接続先のプレースの前提条件となる。また、トークンと呼ばれ

る黒丸が現在の状態を示す。状態遷移は、図 のようにトランジションが発火

することで行われる。トランジションが発火すると、トランジションへの入力

アークに接続するプレースからトークンが取り除かれ、トランジションからの



図

出力アークに接続するプレースにトークンが送られる。

ペトリネットは並列、同期表現には優れているが、簡素な部品で多くを表現

できる分、専門知識がないものには使いづらく、また、複雑なシステムになっ

た場合には一見して解りにくい。しかし、シミュレーションや数学的な解析が

行いやすいことから、医療分野では手術室や手術スタッフの最適化 や、ゲ

ノム解析 に用いられている。

図 ペトリネット



図 発火

は、システム開発設計に用いられる構

造分析のためのオブジェクト指向表記法である。 では全 種類のダイアグ

ラムを提供している。

表 に、 が提供する各図の名称と役割を示す。システム開発の際にはこ

れらを必要に応じて組み合わせて利用する。

表 の定義する設計図　

静的モデル 静的構造図
クラス図 クラスの静的な関係

オブジェクト図 オブジェクトの静的な関係

シーケンス図
オブジェクト間の通信

タイムスケール

コラボレーション図
オブジェクト間の通信

動的モデル オブジェクト間の関係

ステートチャート図 オブジェクトの状態遷移

アクティビティ図
状態図の拡張版

アルゴリズムの記述

機能モデル ユースケース図 アクターとユースケースの関係

実装モデル
インプリメン コンポーネント図 ソフトウェアコンポーネント

テーション図 デプロイメント図 実行時の構成

本研究ではワークフロー分析を目的としているため、特に動的モデルについ

て取り上げる。まず、シーケンス図、コラボレーション図について説明する。図

はシーケンス図、図 はコラボレーション図である。両者はいずれもシステ



ムの動的な振舞いを記述する図であるが、シーケンス図は、オブジェクト間の

通信を、時間を基準に表現したものであり、コラボレーション図はオブジェク

ト間の関係を基準に表現したものである。シーケンス図とコラボレーション図

は表裏一体の関係になっており、情報量を保ったまま相互変換ができるが、時

間軸に沿った動作が記述できるシーケンス図の方がより利用される傾向にある。

図 シーケンス図　

図 コラボレーション図　

次に、ステートチャート図、アクティビティ図について説明する。ステート

チャート図は，システムの中の主要なクラスのオブジェクトがどのような状態

遷移を行うかを明確にする。アクティビティ図はステートチャート図の拡張版

で、各アルゴリズムにおける状態遷移を記述する。図 にステートチャート図、



図 にアクティビティ図を示す。アクティビティ図はフローチャートにペトリ

ネットのトークンを加えたような形で現在の状態や並列、分岐を表現する。ま

た、同期を示すバーで同期表現をすることができる。

図 ステートチャート図　

図 アクティビティ図

しかし、 では図を必要に応じて組み合わせて利用せねばならないため、

システム開発などの専門者向けであると言える。



サーブリッグ分析

サーブリッグ分析は、 ・ ・ギルブレスが唱えた基本的動作要素の表現方法

である 。サーブリック分析では、図 のように、動作を全 類、 動

作要素に分けて、サーブリッグ記号と呼ばれる記号で行動を記述し、行動の最

適化を行う手法である。第 類は「使う」という動作に直接貢献する基本的要

素である。第 項は目的の動作を遅くするサーブリッグで、なるべく使わない

ようにする必要がある。第 項は、目的の動作を進めるのに不要であるので排

除するべき要素である。サーブリッグ分析は、資源と資源の使い方の表現には

適しているが、個人の行動のみについて分析したものであることから、同期な

どの表現や、複数人による並行作業を表記できない。

図 サーブリッグ図

もの・こと分析

もの・こと分析は、生産で行われる仕事を「もの」「こと」の概念で分析する

ことによって、目的の達成に適した最適な「もの」「こと」で構成される仕事の

構成を発見する分析手法である 。図 にもの・こと分析の表記法を示す。

もの・こと分析では、四角の中に「こと」を記述し、矢印にものを記述する。も



の・こと分析はものとことを明確に書き分けるが、「こと」は基本的に「もの」

の変化方法を記述したものであり、作業の段階を踏むごとの「もの」の変化の

記述に重点を置いているため、並列や同期などの記述可能性についてはあいま

いである。

図 もの・こと分析

まとめ

最後に、前節までに挙げた各ワークフロー分析法を、 順序表現が可能か、

同期表現が可能か、 並列表現が可能か、 分散表現が可能か、 作業と資

源 もの・こと分析で言う「もの」と「こと」 が同一の図で表現可能か、の

点について整理し、表 にまとめる。

○印は表現可能であること、△印は明示的に表現していない、もしくは表現で

きるが主な用途からは外れていること、×印は表現できないことをそれぞれ表

す。ただし、 や は、「作業と資源」の項目以外は、複数図のうち一

つでも表現可能であれば○とした。



表 各手法の比較

順序 同期 並列 分散 静的・動的表現

ネットワーク・グラフ ○ ○ △ × ×

ガントチャート × × △ ○ ×

○ ○ ○ △ ×

ペトリネット ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ×

サーブリッグ分析 ○ × × × ○

もの・こと分析 ○ × △ × ○



第 章 外科手術記述書の電子的記述法

本章では、脳神経外科を例にとって手術手順の解析を行い、外科手術手順書

の電子化手法を提案する。

本研究では簡単のために、清潔領域のみを扱うこととした。理由は、手術は

術者中心に動いており、術式だけでなく術者の癖によって変化すること、また、

脳神経外科や整形外科など器材の多い術式の場合には、器材を用意する直接介

助看護師の負担が大きいことから、清潔領域の方が情報支援の優先順位が高い

ためである。

要件定義

清潔領域では、術者が中心となって手術が進行する。術者は、術野 患者 の

状況に応じて手術操作を行い、必要に応じて助手に指示を出し、直接介助看護

師から器具、医薬品を受け取る。また、患者の容態が変化した場合は、麻酔科医

とも口頭でコミュニケーションを取る。助手は、術者の第 、第 の手となり、

術野の確保など、術者の介助となる手術操作を行う。直接介助看護師は、術者

や助手が使う器材の準備をし、術者や助手の求めに応じて手渡しを行う。した

がって、助手を術者の第 、第 の手と考えて一つにまとめると、清潔領域での

各人の相関関係は図 のようになる。図 と、図 に示した各手順書を元

図 清潔領域における各医療者の作業

に、手術手順書に必要な要件を抽出した。まず、要件を、 や のク

ラス図のような静的表現と、 ・ や のアクティビティ図のような動

的表現に分けて以下に記す。次に、医療者が記述するということを考慮した要

件について記す。



静的構造

まず、図 から、 器材、 器材を使った手術操作方法、 器材の準備方法

に関する記述が必要であることがわかる。ただし、器材と手術操作との関係と、

器材と準備との関係は異なる。例えば、脳外科手術の開頭術における円刃刀の

ように、外科医がある器材を使って行う操作やタイミングは様々である。しか

し、円刃刀の準備は常に、柄に刃をさすだけであるように、各器材の準備方法

はほぼ 種類である。すなわち、直接介助看護師の主な業務である器材の準備

は器具とほぼ 対１に対応する。したがって、 から の要件は、 器材 準

備方法を含む 、 手術操作　の つにまとめられる。

次に、 、 について細部の要件を抽出する。

器材

医療器材は、利用方法などの性質によって何種かに分類できる。器具の分

類は、以下のようになる。

通常の器材

器具単体で準備し、一度渡した後は、外科医から返却されるまで特に

操作が必要の無い器材である。例えば吸引管などがある。

他の器材と同期して準備するべき器材

同時に複数器材を準備し、結合する必要がある器材である。言い換え

れば、同期が必要な器材である。例えば、針を使う場合には糸が必要

である、頭骨に穴を開けるドリルは複数部品を組み立てる必要がある、

などである。

補充、メンテナンスしなければならない器材

補充しなければならない器具や、使用途中にメンテナンスすべき器材

である。例えば、骨の止血に使うボーンワックスは、使われるたびに

補充しなければならない。また、バイポーラやモノポーラなどは先が

汚れるため、汚れを落とす必要がある。なお、メンテナンスは助手が

行う場合もある。

準備タイミングが早い器具

手術台はスペースがないため、基本的には、器具の準備は使う直前で

よいと考えられる。しかし、まれに準備に時間を要する器具があり、早

めに準備する必要がある場合もある。例えばドリルは複数部品を組み

立てた上、動作確認をしなければならない。したがって、準備のタイ



ミングも考慮できるようにしなければならない。

番目の性質だけは他の性質と同時に持つことが出来ないが、他は、それ

ぞれ同時に持つことが出来る。直接介助看護師の行動は、各器具の準備方

法と、器具の性質に応じて決定される。

また、先に述べたとおり、機材によっては利用可能な状態にするための特

定の準備方法がある。さらに、医療者はしばしば、器材を正式名称ではな

く略称で呼ぶこともあるが、本質的な問題ではないため、本論文では議論

しない。

手術操作

手術操作については、操作の内容と操作に必要な器具についての情報が必

要である。また、手術操作についてもある程度の分類が必要である。本研

究では、以下の つの側面から分類を行う。

手術操作

「止血する」「縫合する」などの、手術操作内容について記述を行う。

操作対象部位

手術操作の対象となる、解剖学的名称である。

手術手技・注意点

ただ「穿刺する」というだけではなく、「針先が骨にあたる場合は一度

戻して方向を変える」など、同じ道具を使った つの手術操作におい

ても、細かな手技や注意点があるため、手術操作の具体的内容につい

ても記述を行う。

操作者

具体的には、術者、助手、直接介助看護師のいずれかである。

同時に行う作業

術者と助手は常に別々の作業を行っているが、時として同期が必要な

作業が存在する。例えば、術者がドリルを使っているときには、助手

は生理食塩水入りの注射器でドリルの先を冷やさなければならない。

発生条件

トランジションである器材は、トランジションが発火するか否かに関

わらず、発火可能な状態になれば必ず準備が必要である。しかし、プ

レースである手術操作に関しては、トークンを受けるまで手術操作は

行われず、また、手術操作を行う際には患者の状態や術者の差異など



によって手術操作が発生する場合としない場合があるために、発生条

件を記述する必要がある。

動的表現

動的表現においてはの事象を表現する必要がある。

順序関係

手術操作には順序があるため、まず、順序関係が記述できる必要がある。た

だし、手術における作業は自由度が高く、繰り返しや、動脈出血などの緊

急事態もあるため、各手術操作には半順序関係が存在するのみである。な

お、外科医の行動である手術操作と、直接介助看護師が準備する器材に関

しては、必ず、手術操作に使う器材を準備してから手術操作を行うという、

固定した順序関係が存在する。

同期

これは、 で説明したとおり、器材と手術操作共に必要である。

分散・並列処理

少なくとも術者と助手は同時に異なった作業を独立して行うのであるから、

常時複数の手術操作が並行して行われている。

医療者を考慮した記述表現

手術手順書を記述、読解するのは医療者である。したがって、簡明で理解し

やすく、また、記述しやすい表現であることが望ましい。また、多くの図があ

ると記述者が混乱する、記述が面倒であるなどのことから、 つの図に収まる

形が望ましい。

手術手順記述法の提案

本節では、提案する記述手法について述べる。 に示したとおり、手術手

順法の構築に当たって必要なのは、 器材・手術操作の 種類を表現すること、

順序関係、 同期表現、 並列・分散表現、 医療者を考慮した記述表現、

である。

医療者を考慮した記述表現については、優先順位が低いと考えるためまず除

外し、表 における作業と資源を手術操作と器材と考え、表 で現存の記述法

を比較する。しかし、医療者を考慮した記述表現を除いても、表 に示すとお

り、残り 条件を全て満たしている図はない。ペトリネットと 、 が

残り 条件のうち 条件を満たしているのみである。しかし、 つの記述法のう



ち、 と は複数の図を使う必要があるため、本研究ではペトリネット

をベースとして手術手順記述を行うこととした。

図 は、ペトリネットによる「筋膜の切開が終了した後に、ラスパと骨膜剥

離子を使って骨膜の切開をする」というシナリオの記述である。表 にも示す

図 ペトリネットによる手術手順記述

とおり、順序関係や同期、並列、分散表現を行うという条件については表現で

きている。しかし、条件 の器材と手術操作の表現については、プレースとト

ランジションの 種類のノードしかないにもかかわらず、 種類のノードのいず

れにも、器材と手術操作についての記述が出現しているため、いずれかのノー

ドがいずれか片方を示すよう整理する必要がある。また、「筋膜の切開が終了し

た後に、ラスパと骨膜剥離子を使って骨膜の切開をする」というたかだか 文

について、 ノードが必要であるため、条件 の医療者を考慮した表現方法に

ついても、満たしているとはいえない。そこで、本研究では条件 と を満た

すために、ペトリネットを元にした、新しい記述法を考案した。

手術器具・手術操作の表現

ペトリネットにおけるノードは、プレースとトランジションの 種類である

ため、 プレースで器材を、トランジションで手術操作を表現する、 プレー

スで手術操作を、トランジションで器材を表現する、という 通りの方法が考

えられる。図 は、図 を の方法で記述したものであり、図 は、図



を の方法で記述したものである。

の場合、トークンは現在どの器材を準備しているかを表すことになる。こ

の利点としては、トークンの数によって準備すべき器材の個数を示せることが

あげられる。しかし、現在行われている手術操作については、直前に発火した

トランジションで判断するしかない。一方、 の場合、トークンは、現在行わ

れている手術操作を示す。この場合、器材の準備についての詳細表現はできな

いが、カラーペトリネット を利用すれば、術者、助手いずれの手術操作で

あるかを判別することが可能である。手術は術者中心に行われることから、本

研究では の方法で表記を行った。

図 プレースで器材を、トランジションで手術操作を表現

図 プレースで手術操作を、トランジションで器材を表現

次に、器具と手順の同期について、ペトリネットを以下のように解釈するこ



とで、プレース・トランジションを加えることなく表現した。手術操作の開始と

終了については、手術操作を示すプレースの状態として、トークンがない状態、

トークンがある状態、トークンを受ける瞬間、トークンを送り出す瞬間、の 状

態を考え、それぞれ、手術操作が行われていない状態、手術操作が行われてい

る最中、手術操作の開始、手術操作の終了、であるとする。器材を示すトラン

ジションの状態についても、発火可能でない状態、発火可能である状態、発火

可能になった瞬間、発火した瞬間、をそれぞれ、器材を準備しない状態、準備

している状態、器材の準備開始、器材の準備終了 手渡し と解釈すればよい。

図 手術器具・手術操作の順序

手術は図 のように、器具の準備と手術操作の繰り返しである。図 にお

いて、灰色の四角は外科医の作業を、白い四角は直接介助看護師の作業を表す。

次の手術手順に移る時には必ず、前の手術手順が外科医によって終了され、か

つ次の手術手順で使う器材の準備が直接介助看護師によって完了していなけれ

ばならない。すなわち、器材の手渡しであるトランジションの発火が起きる時

には、必ず、それ以前に手術操作が終了している必要がある。また、直接介助看

護師が器材を準備している、すなわちトランジションの発火可能な状態の際に



は、トランジションへの入力アークを持つプレースにトークンが存在する、す

なわち外科医は何らかの作業を行っている。したがって、図 では一見器材と

手術操作の同期が取られていないように見えるが、上記のようにペトリネット

を解釈することで、実質的には、直接介助看護師の作業と外科医の作業の並列

性が保たれている。

図 穿頭の記述例

本研究では、脳神経外科における基本開頭術についてペトリネットで記述で

きることを確認した。図 は、本節の議論に基づいて、脳神経外科における基

本開頭術の「穿頭」の手順を記したものである。

表記の簡略化

本節では、表記の簡略化について説明する。

同期表現の簡略化

図 では、手術操作と器材の同期についてはプレース・トランジションの

追加を行うことなく表現しているが、「バーホールを空ける」ときには必



ず、同時に「切開部を冷却する」必要がある、といったように、器材同士

の同期については空白のトランジションとプレースを用いて表現している。

しかし、トランジション、プレースは必ず器材、手術操作を表現する方が

わかりやすいこと、また、見かけのノード数が少ない方が記述しやすいこ

とから、本手法では、同期が必要なプレース、トランジションは無向の直

線で結ぶことで表現し、空白のノードを削除した。図 は、図 におけ

る空白のプレースを無向の直線に変換したものである。

図 空白ノードの削除

アークの省略

より記述を容易にするために、見かけのアーク数を減らす。図 のように、

手術全体の手順は、次の手術操作に使う器具を準備し、手術操作を行う、と

いう繰り返しである。

つの手術手順に対して複数の器材は同時に複数手順で使われることはな

く、手術手順の相違は、術者の手技の相違によって起こる。術者の手技が

違えば、使用器材も違う。すなわち、器材であるトランジションから手術



操作であるプレースへのアークは つしか存在しない。よって、図 のよ

うに、ある手術操作であるプレースと、そのプレースへの入力アークを持

つトランジションである器材を、 つにまとめて記述することが可能であ

る。この記述方法により、トランジションからプレースへのアークを省略

する。また、この記述方法により、同時に準備しなければならない器具も

示す。

図 アークの省略

コンポーネント化

外科手術においては、開始から途中まで共通の手順を踏む場合が多々存在

する。電子的に記述を行う利点の一つは、一度記述した情報の再利用が簡

単であることであるが、すべての手順を同様に書き下しのでは、再利用す

る部分を切り出すことが困難である。

脳神経外科の基本開頭術において皮膚切開と皮膚の剥離が前後しないよう

に、手術手順は順序を逆にするのが不可能な部分として手順を区切ること

が出来る。したがって、本研究では部分ごとにコンポーネント化した。例

として、図 に基本開頭術のコンポーネントを示す。

また、コンポーネント化に際し、コンポーネントの中で最初に使われる器

具には最初であることを示した情報を、最後に行われる手術手順には最後

であることを示した情報を付記することとした。これによって、前後のコ

ンポーネント間の接続を行うことが可能となる。



図 コンポーネント化

データベースの構築

本節では、 節、 節に基づいて、手術手順書に必要なデータベースにつ

いて述べる。データベースは関係データベースで実現し、手術操作 プレース 、

器材 トランジション 、アーク、同期について定義する。それぞれのスキーマ

は図 のようになる。なお、キーは全て とする。

アークのデータベース、同期のデータベースはそれぞれ複数存在する。アー

クについては、入力元ノード が手術操作で出力先ノード が器材であるも

のと、入力元ノード が器材で出力先ノード が手術操作であるものの 種

類、同期についてはノード が全て手術操作であるものとノード が全て器

材であるものの 種類がある。なお、同期のデータベースについては、手術操

作は術者、助手、場合によっては直接介助看護師によってなされるものである

から、各レコードが持つノードの 数 は、

＝ 術者の人数＋助手の人数＋直接介助看護師の人数 ×

だけあれば十分である。脳神経外科であれば、各 人で となる。



図 手術操作

図 器材

図 アーク

図 同期



従来の手術手順書との互換性

本節では、従来の手術手順書との互換性について述べる。

まず、従来の手術手順書から本提案手法での手術手順書への情報の変換につ

いて述べる。従来の手術手順書は平文であるため、自然言語の解析が必要とな

り、技術的に困難である。しかし、 節で説明したとおり、もともと従来の

手術手順書は主な つのパスしか記述していないために情報量が足りていない。

これは、平文は手術手順の分岐などの複雑な表現を行うことは難しいために、

細かい記述を行えないためでもあると考えられる。したがって、従来の手術手

順書の形式で書かなければならない必要性は薄い。

一方、本提案手法で従来の手術手順書と同程度の内容を記述した場合、従来

の手術手順書と同形式への出力は可能である。具体的には、コンポーネント名

を 列目に、記述された器材名を全て 列目に、手術操作を操作に使用する器

材とともに 列目に、 列目には器材と準備方法を出力する。図 に 列目に

関する出力アルゴリズムの概要を示す。最初に使う器材を入力元としたアーク

をを使った手術操作を検索し、次になお、 列目は 列目で出現した順に器材名

を出力すればよく、 列目も、 列目で出現した順に準備方法を出力すればよい

ため、記述を省略する。

しかし、複雑な手術手順の表現は従来の手術手順書のような平文の形式では

記述しえない。したがって、図 で示したアルゴリズムは、分岐が存在しない、

せいぜい存在しても深さが と仮定した場合のものである。本研究の手法を使

い、より詳細に記述した手術手順に本アルゴリズムを適用する場合には、例え

ばどの手順を出力し、どの手順は出力しないかという選択を行う必要があると

考えられる。これらの選択手法の詳細は本研究の本質ではないため、本論文で

はこれ以上の議論は行わない。

まとめ

本章では、外科手術手順の記述法を提案した。本章では、最初に手術手順書

に記載すべき要件を抽出し、将来的に術中支援が可能な形で記述するために、

記述モデルとしてペトリネットを選定し、医療者が記述や理解がしやすいよう、

インターフェースの簡便化を行った。さらに、従来の手術手順書程度の情報量

について、従来の手術手順書へ本提案手法からの変換方法も示した。



図 従来の手術手順書への変換出力アルゴリズム



第 章 評価実験

本章では、本研究で開発した手術手順エディタを用いた評価実験と、その結

果に基づいた本手法の有用性について述べる。

実験の目的

本実験では、提案記述法について、医療者が記述、読解可能であるかについ

て検証した。

実験環境

実験環境は、表 のとおりである。

表 実験環境

互換機

メモリ

ディスプレイ

解像度 ×

コンパイラ

　

　 附属

手術手順エディタ

実験に際して手術手順を記述できる手術手順書エディタのプロトタイプを作

成した。開発環境は で、開発は 言語を用いて行った。開

発した手術手順エディタの概観を図 に示す。

エディタは、どの編集方法を利用するかを選択する左上のエディタ選択タブ、

ノードやアーク、同期などをオブジェクトを描画する左中央のメインパネル、編

集したいオブジェクトの種類を選択する右上のラジオボタン、新規データの入

力、選択データの編集を行う右中央のデータ入力エリア、確定、キャンセル、オ



図 エディタ

ブジェクトの消去を行う右下のボタンから構成される。また、エディタはフル

スクリーンで利用する。

エディタでは、エディタ選択タブによって、提案手法で手術手順を記述する

か、ペトリネットに近い形での手術手順の記述を行うかを選択できる。ここで、

ペトリネットに近い形とは、ペトリネットの同期表現に関して本研究による記

述方法を導入したものをいう。この理由は、被験者が情報科学の専門家ではな

く、ペトリネットの同期表現に関しては最も概念の理解が難しいと考えられる

ためである。入力項目について、タスクとして準備した手術手順で記述を行う

必要があるもののみ実装するという簡略化を行った。

また、被験者に先入観を与えないため、実験では、ペトリネットに同期表現

を加えたエディタをエディタ 、さらにアークの省略を行ったエディタをエディ

タ と呼称した。

各オブジェクトの記述ステップ

エディタ とエディタ では、オブジェクトの種類数、入力条件が異なる。ま

ず、オブジェクトの種類数については、次のようになる。

エディタ



手術操作

器材

矢印 器材→手術操作

矢印 手術操作→器材

同期表現 器材

同期表現 手術操作

エディタ

手術操作

器材

矢印

同期

エディタ については、アークと同期には、 節で記したとおり 種類あるこ

とから編集オブジェクトも 種類となった。ただし、個々のオブジェクトの入

力プロセスは等しい。各オブジェクトの入力プロセスと入力条件については以

下のとおりである。

ノード

ノード、すなわち手術操作、器材の入力プロセスは、以下のとおりである。

マウスで、ラジオボタンの「手術操作 器材 」をクリックする。

マウスで、メインパネルをクリックする。

マウスで、データ入力エリアの「手術操作 名前 」テキストエリアを

クリックする。

キーボードで、データ入力エリアで「手術操作 名前 」を入力する。

マウスで、データ入力エリアの「条件 準備方法 」テキストエリアを

クリックする。

キーボードで、データ入力エリアの「条件 準備方法 」テキストエリ

アに内容を入力する。

マウスで、「 」ボタンをクリックする。

ただしエディタ において、 の手順は手術操作オブジェクトの内部をク

リックした時のみ有効である。また、データ入力エリアの入力項目に関し

ては、実験で扱ったもののみ記述したが、必須項目は「手術操作 名前 」の

項目だけであり、 については入力の必要がないものもある。

アーク



アークに関するラジオボタンの項目は、エディタ では、手術操作を入力

元とし器材を出力先とするアークを示す「矢印 手術操作→器材 」と、器

材を入力元とし手術操作を出力先とするアークを示す「矢印 器材→手術操

作 」の 種類がある。エディタ では、入力元、出力先ともが手術操作で

ある「矢印」の 種類である。「矢印」については厳密にはペトリネットの

アークとは違うが、入力手順が等しいため、ここでは同列に扱う。アーク

の入力プロセスは、以下のとおりである。

マウスで、ラジオボタンの「矢印 手術操作→器材 矢印 器材→手術

操作 矢印 」をクリックする。

マウスで、メインパネルに描かれている、入力元となる「手術操作 器

材 」オブジェクトをクリックする。

マウスで、メインパネルに描かれている、出力先となる「器材 手術操

作 」オブジェクトをクリックする。

マウスで、「 」ボタンをクリックする。

「矢印 手術操作→器材 」「矢印 器材→手術操作 」に関しては、ステップ

、 において入力元、出力先オブジェクト共に同一種類のオブジェクト

を選択することはできない。また「矢印」に関しては、器材オブジェクト

をクリックした場合には、その器材オブジェクトを含む手術操作をクリッ

クしたと判定される。

同期

同期に関するラジオボタンの項目には、エディタ では、手術操作の同期

を示す「同期 手術操作 」と、器材の同期を示す「同期 器材 」の 種類

がある。エディタ では手術操作の同期を示す「同期」のみである。アー

クの入力プロセスは、以下のとおりである。

マウスで、ラジオボタンの「同期 手術操作 同期 器材 同期 」をク

リックする。

マウスで、メインパネルに描かれている「手術操作 器材 」オブジェク

トをクリックする。

マウスで、 で選択したオブジェクトと同期させたいオブジェクトを

クリックする。

他に同期させたいオブジェクトがなくなるまで、 を繰り返す。

マウスで、「 」ボタンをクリックする。



ただし、「同期 手術操作 」においては手術操作オブジェクトのみ、「同期

器材 」においては器材オブジェクトのみを選択できる。また「矢印」に

関しては、器材オブジェクトをクリックした場合には「矢印」と同様の判

定を行う。

種類のエディタの互換性

実験で直接的は使用していないが、 種類のエディタは、内部的には同じ形

式でデータの記述を行っている。従って、エディタでは片方のエディタで手順

を記述し、エディタ選択タブでもう一方のエディタに表示を変えた場合、もう

一方のエディタでも同じデータを違うインターフェースで閲覧できる。これに

よって前章で述べた変換の等価性を示した。

実験手順

実験では、エディタ とエディタ のそれぞれを被験者に利用してもらい、評

価を行った。ただし、順序効果を減じるために、被験者の半数はまずエディタ

を使用し、次にエディタ を使用した。残りの半数は、まずエディタ を使用

し、次にエディタ を使用した。

各エディタの実験は、以下の手順で行った。

図 の手術手順を被験者の前で記しながら、エディタの使用方法の説明を

行う。

被験者がエディタの操作方法に慣れるまで試用させる。

被験者に、図 の手術手順を記述した紙を渡す。

確認のために、タスクの第 文を記述してみせる。

実験者の合図で被験者にタスクを実行させる。

被験者の自己申告でタスクを終了する。

なお、被験者に記述させた手術手順は、参考文献 に記された脳神経外科の

基本開頭術のうち頭蓋切開について、語順を揃える、前後関係を明示するため

に番号を振る、といった最小限の表現の変更を加えたものである。

図 から想定される記述例を図 、図 に示す。



　ウエイトライナー開創器で創部を固定する。

　電気メスで、筋膜と骨膜を切開する。同時に、ラスパで骨膜を剥離する。

　骨表面より出血した場合は、小豆大に丸めたボーンワックスで止血する。

図 説明に使用した手術手順

　頭蓋用針を取り付けたクラニオトームで、頭蓋骨を切開する。

　　同時に、ディスポ 注射器に サーフロー針の外筒をつけて

　　生理食塩水を入れたもので、切開創を冷却する。

　エレバで骨弁を外す。

　丸ノミ鉗子で骨窓を広げる。

　骨断面から出血があった場合は、小豆大に丸めたボーンワックスで

　　止血する。

　生食ガーゼで骨弁を包む。

　コッヘルと脳外科用輪ゴムで、骨弁を固定する。

図 実験に使用した手術手順

表 に、エディタ とエディタ について、想定される記述例を元に、タス

ク実行のために描画しなければならない各オブジェクトの個数と、各タスクを

実行するために必要なマウスのクリック回数、キーボードの入力回数を示す。

表 タスク遂行に必要なオブジェクトの個数、操作回数

エディタ エディタ

ノード

アーク

同期

クリック回数

キーボード入力回数



図 エディタ で想定される記述結果

図 エディタ で想定される記述結果



被験者

実験で使用した手術手順書が看護師用の手術手順書であったため、被験者は

看護師 人とした。うち、手術看護師経験があるのは 人、手術看護師経験が

ないのは 人である。手術看護師経験の有無と、タスクにおいてエディタ と

エディタ のどちらを先に行ったかについて、表 に記す。

表 被験者の分布

エディタ エディタ 　 合計 　

経験あり

経験なし

合計

実験結果

本実験では、タスクの実行開始から終了までの時間を記録した。また、 つ

のエディタについての実験が終わった後に、被験者に付録 のアンケートを

書かせ、アンケートと被験者自身がエディタで記した図をもとにインタビュー

を行った。

手術看護師経験の有無による差

アンケートについて、記述にかかった時間、書きやすさ、読みやすさの全て

の項目について手術看護師経験の有無について棄却率 で 検定を行ったが、

有意な差は見られなかった。

タスク達成時間

記述にかかった時間を図 に記す。図の縦軸はタスクにかかった時間で単位

は秒である。図の横軸は左から、エディタ におけるタスク達成時間、エディタ

におけるタスク達成時間を示す。中心の四角は平均値を、上下の横棒は 信

頼区間を示す。

エディタ におけるタスク達成時間とエディタ におけるタスク達成時間に

対し、 検定を行ったところ、有意水準 となり、棄却率 で有意差が認め

られた。



図 タスク達成時間

書きやすさの評価

書きやすさについて被験者の主観評価の結果を図 に記す。図の縦軸は被験

者の主観評価を示す。最大値は 、最小値は である。図の横軸は左から、エ

ディタ における評価、エディタ における評価、エディタ とエディタ の比

較評価を示す。エディタ における評価とエディタ における評価に関しては

に近いほど良い評価であり、 に近いほど悪い評価である。また、エディタ

とエディタ の比較評価に関しては、 に近いほどエディタ の方が良く、 に

近いほどエディタ の評価が良い。

エディタ における評価とエディタ における評価について 検定を行ったと

ころ、有意水準 となり、棄却率 で有意差は認められなかった。また、

エディタ における評価とエディタ における評価に関して、 未満と 以

上でカテゴライズして 項検定を行ったところ、有意水準 となり、棄却

率 で有意差は認められなかった。

読みやすさの評価

書きやすさについて被験者の主観評価の結果を図 に記す。図の縦軸は被験

者の主観評価を示す。最大値は 、最小値は である。図の横軸は左から、エ



図 書きやすさの評価

ディタ における評価、エディタ における評価、エディタ とエディタ の比

較評価を示す。書きやすさの評価と同様、エディタ における評価とエディタ

における評価に関しては に近いほど良い評価であり、 に近いほど悪い評価

である。また、エディタ とエディタ の比較評価に関しては、 に近いほどエ

ディタ の方が良く、 に近いほどエディタ の評価が良い。

エディタ における評価とエディタ における評価について 検定を行ったと

ころ、有意水準 となり、棄却率 また、エディタ における評価とエディ

タ における評価に関して、 未満と 以上でカテゴライズして 項検定を

行ったところ、有意水準 となり、棄却率 で有意差が認められた。

自由記述・インタビュー

アンケートの自由記述とインタビューでは、次のような意見が得られた。

エディタ について

新人の手術看護師は手術手順から憶えさせられるためエディタ の方

が良いかもしれないが、手術看護師に慣れてくるとエディタ の方が

良い。

看護師が器材を渡し、医師が使うという順に記述されるため、看護師



図 読みやすさの評価

の立場から見ると解りやすい。

タスクに記載されている順に書けば良いので書きやすかった。

全体を眺めたときの手術の流れがわかりにくい。

器材の準備は手術看護師、手術操作は外科医と違う人物の行動なのに、

縦に繋いでいくのはおかしい。

看護師は 手術操作と 手術操作に使用する器材をひとまとめで憶え

るため、時間のずれがあり違和感を憶えた。

器材が四角、手術操作が楕円と、種類によって図形が分かれているた

めわかりやすい。

自分で配置を整えなければならず、苦労した。

手術操作と器材、器材と手術操作を繋ぐ矢印が、異なるラジオボタン

を選択せねばならなかったため使いにくかった。

エディタ について

手術看護師にとってはわかりやすい。

手術看護師が用意する器材の順番が矢印で示せるので良い。

一目で手術操作と器材がわかるので入力しやすい。



手術操作と器材が一つの枠の中に入っているため、イメージしやすい。

先に動詞 手術手順 がきて、そのために何が必要かを足しこんでゆく

ので、現実的でわかりやすい。

始めに手術手順を書かねばならないため、看護師が実際に行うことが

回想されにくくわかりにくい。

看護手順の書き方に似ている。

入力項目の過不足について

状況設定や条件をもう少し細かく分類した方がいい。

つ以上の器材を つの手術操作で使うときに、手渡しの順番をつけ

てほしい。

器械と医薬品を分けたほうが良い。

術野の写真を入れてほしい。

器材の写真を入れてほしい。

医学用語の辞書登録を行ってほしい。

エディタ ・ 共通の事項について

配置の自動化を行ってほしい。

編集したいオブジェクトの種類を選択してからパネルをクリックする

のではなく、パネルをクリックした後に編集したいオブジェクトの種

類を選択したい。

矢印に関して、複数をクリックし、クリックした順に一度に矢印がつ

いてほしい。

マウスの移動距離が長く鬱陶しい。

手をマウスとキーボードで往復することが多い。

ゲームみたいで面白い。

現在、外科医ごとに使用する器材が違うのが問題になっているため、

外科医ごとの差異を調べて手順の統一化を行うのに使いたい。

手術手順の自習に良い。特に全体図が見ることによって暗記にも役立つ。

臨床現場では、今でもカルテを手書きで行い、手術は他の外科医から

学ぶか、本を見て学ぶことが多いため、情報分野への期待は大きい。

手術中に、今回記述した情報を目の前に置いて確認したい。



考察

記述にかかる時間と、記述内容の読みやすさという点では有意差が見られ、

提案手法の方が優れていると考えられる。特に読みやすさに関しては、ある者

が記述したものを第 者が閲覧し、追記や修正を行うことが想定されるため、

情報の共有や教育の観点からは最重要であると考えられる。

書きやすさについては有意差が見られなかった点に関しては、検定では手術

看護師の経験の有無に関して有意差はなかったが、アンケートやインタビュー

によると、書きやすさについての評価の理由は手術看護師経験の有無によって

違っていた。

まず、手術看護師経験のないものにとっては、タスクとして手渡した手術手

順を書いてあるまま書き写すことになる。タスクは図 のとおり日本語で書か

れており、各文は、まず器材が記され、次に手術操作が記される、という語順

になっている。したがって、手術操作から書かねばならないエディタ 、すなわ

ち提案手法より、日本語の語順どおりに記述できるエディタ 、すなわち同期

表現を簡略化したペトリネットの方が良い、と判断したものと考えられる。た

だし、読みやすさについて有意差が見られたとおり、書く際には同期表現を簡

略化したペトリネットの方が良いと答えた被験者についても、読みやすさにつ

いては提案手法の方がわかりやすい、と答えていた。

一方、手術看護師経験のあるものについては、書きやすさについても読みや

すさについても提案手法の方が良い、と答える者がいた一方で、書きやすさで

同期表現を簡略化したペトリネットを好む者は読みやすさでも同期表現を簡略

化したペトリネットを好んでいた。

手術看護師の学習手順は、まず手術手順を一通りおぼえ、次に、手術手順に

使用する器材をおぼえる、という形式である。したがって、経験の少ない手術

看護師が、次に準備する器材を思い出す手順としては、 現在行われている手

術操作をキーとして次の手術操作を予測する、 次に行われる手術操作をキー

として次に使用する器材を予測する、という 段階の過程が踏まれる。提案手

法を好む看護師は、この 段階の思考を行っていると考えられる。一方、同期

表現を簡略化したペトリネットを好む手術看護師によると、慣れてくると手術

操作を記憶しているのは当たり前であり、現在行われている手術操作から次に

手渡しをする器材を準備する、ということであった。すなわち、 段階の思考過

程で教育された記憶を、現在行われている手術操作をキーとして次に手渡しを



する器材を準備するという 段階の思考過程に再構築していると考えられる。

今回は手術看護師の経験年数や手術看護師をやめてから何年経つかは問わず、

また手術看護師のサンプル数も少なかったが、 段階の思考を行っているのは

手術看護師の経験年数が比較的短い、もしくは手術看護師をやめてから長く時

間が経過している被験者であり、 段階の思考を行っているのは、手術看護師経

験が比較的長く、最近まで手術看護師を勤めていた被験者であった。

ただし、同期表現を簡略化したペトリネットを好んだ被験者は、同期表現を

簡略化したペトリネットでの記述において、図 のように使用者が違う器材を

同期させており、手術看護師がどのようなタイミングで器材を準備しているか

についての示唆に富んでいるものの、表現の正確さに欠けていた。実験ではタ

スクの終了は被験者の判断で行わせたが、他の被験者にも終了を宣言したにも

かかわらず図 のように器材と手術操作が接続されていないなど、明らかに不

正確な表現は見られた。提案手法では明らかな記述ミスはなかったため、正確

な情報の記述という点では提案手法で記述させるのが好ましい。

図 違う手術操作で使われる器材を同期させている例

また、実験で使用したプロトタイプにはスクロールバーをつけていたが、観

察の結果、被験者の中でスクロールバーを利用したのは 人だけであった。残

りの被験者は、図 のように画面の左上から記述を始め、何とか 画面で納め

ようと徐々に斜め方向に記述する、もしくは、図 のように記述場所を移し、

右上から右下へと記述するという方法を取っていた。本手法では手術手順をコ



図 器材と手術操作が接続されていない例

ンポーネントに分割することを想定しているが、コンポーネントの分割につい

て、各コンポーネント内の手術手順が 画面に収まる程度に分割するのが望ま

しいことを示唆している。

図 記述を左上、左下、右上に行っている例

以上をまとめると、以下のようになる。

記述時間が短縮できること、記述内容の読みやすさ、記述内容の正確さで、

提案手法の方が優れている。

基本的には看護師は手術手順を中心にして思考し、行動を決定するが、経

験を積んだ手術看護師については行動の決定過程を再構築していることが

示唆された。

コンポーネント分割は、各コンポーネント内容が 画面に収まる程度で行



図 斜めに記述している例

うことが望ましい。



第 章 結論

本研究では、手術手順書の電子化のための記述方法を提案し、プロトタイプ

を用いて評価を行った。

本論文では手術手順書に記載すべき要件を抽出し、記述モデルの選定を行っ

た。さらに、情報科学の専門家ではない医療者にとって記述を容易にするため

のインターフェースの開発を行った。また、プロトタイプを用いた実験によっ

て、提案手法によって記述に必要な時間や、記述の読みやすさについて有用性

を示した。今後は、操作性などのソフトウエア的な改良とともに、様々な手術

手順を医療者に記述させ、精密なデータベースを構築することで、手術手順の

分析につなげることが必要である。

提案手法を用いて、これまで「経験」によって蓄積されてきた手術手順の明

文化が可能になり、かつ術中の情報支援が可能になれば、手術の安全性向上だ

けでなく医療事故の際の問題調査などが容易になり、医療技術そのものの向上

が進むことが期待出来る。また、近年、医療事故と共に医療費の増大が問題と

なっているため、クリニカルパスの導入で診療手順を標準化し、医療費の削減

を行うことが試みられている。将来的には提案手法をクリニカルパスと連携さ

せることによって、手術の標準化や最適化が実現し、医療費の削減にも貢献す

るものと期待出来る。
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