
DWI
　拡散強調画像：Diffusion 
Weighted Image

T1WI
　Ｔ１強調画像：T1 Weight
ed Image

　脳神経の領域では，聴診や打診，触診

などの技術を用いて情報を収集すること

が極めて困難です。その中で，これまで

は麻痺や意識レベル，バイタルサインの

変化を観察しながら「頭蓋内」で何が起

こっているのかを予測しアセスメントを

してきました。しかし，これらの神経所

見も異常か正常かの判断はできるものの，

それらを頭蓋内で起こっていることと結

びつけることが難しいと臨床の看護師は

感じています。それはなぜでしょうか？　

脳神経外科を経験し教育を行ってきた者

としては，頭蓋内のイメージが湧かない

からだと考えています。画像は医師が診

断のために使用するものという考えがあ

るのかもしれません。しかし，血液データ

で身体の中の状況をアセスメントするよう

に，私たち看護師も画像を用いて「頭蓋

内」をアセスメントすることが必要です。

　本稿では，症例を通して，「実際に脳画

像をどのように看護に生かしたのか？」

という視点で解説します。

脳画像の特徴を知り，まずは
大きく「ふるい」にかける
　やみくもに脳画像を見るのではなく，

どんな時に，どんな画像を確認するのか？　

まずはその整理が必要です。

　写真１は脳のCT画像です。CTはＸ

線を利用して体内を撮影します。一方，

写真２のMRI画像は，磁石の力を利用

して撮像します。MRIの場合，体内の

微弱な電気信号をキャッチし画像を作り

出すので，正確には「撮像」と言われま

す。脳神経の領域において，大きな（比

較的量の多い）出血を診るにはCT，脳

梗塞を診るにはMRIとなります。つま

り，出血を疑うならCT，脳梗塞を疑うな

らMRIと，まずは大きく２つに分けます。

画像の特徴を知る
　写真２に示すように，MRIはその撮

像方法によって，DWI（拡散強調画像）

やＴ１強調画像（T1WI）などがありま

す。CTはもしかすると見慣れているか

もしれませんが，MRIはさまざまな撮

像方法があるため，看護師は少しばかり

苦手意識を持ってしまいます。それぞれ

の特徴を表に示します。

　MRIには，特徴に合わせた撮像方法

があることは理解していただけたと思い

ます。しかし，いざ画像の前に立つと，

脳梗塞

久松正樹　社会医療法人　医仁会　中村記念南病院　回復期リハビリテーション病棟 
看護師長／脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

特集１

目の前の患者に
どう結び付ける！？
エキスパートナースの
画像所見・
検査データの活用法

（ひさまつ　まさき）1999年浦河赤十字看護専門学校卒業後，浦河赤十字病院を経て，
2002年医療法人医仁会中村記念病院ICU・SCU勤務。2007年同病院４階病棟・
SCU病棟主任。2012年脳卒中リハビリテーション看護認定看護師資格取得。2014年
より社会医療法人医仁会中村記念病院回復期リハビリテーション病棟主任。2016年
同回復期リハビリテーション病棟看護師長。2019年より現職。
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後輩指導の 
ポイント

　MRIは撮像方法の特徴があ
るので，さまざまな見方ができま
す。しかし，診断するわけでは
ありませんので，まずは１つの撮
像方法の見方を理解することか
ら始めるとよいでしょう。それが
「DWI＝脳梗塞部分が光る」
です。

❶

どれがＴ１画像なのか？　どれがＴ２画

像なのか？　そこでつまずいてしまいま

す。ほとんどの場合，画像の右上部分に

「Ｔ２」「DWI」といったように，どん

な撮像なのかが示されていると思います

が，次に簡単に撮像方法が分かる方法を

説明します。

　MRIの画像を見た時，頭蓋骨の骨が唯

一見えないのがDWI（ディフュージョ

ン）です（写真２－①）。水が黒くCT

のように頭蓋骨が白く写されるのがＴ１

（ティーワン）（写真２－②），水が白く

写るのはＴ２（ティーツー）です（写真

２－③）（図１）。その中でも絶対に覚え

てほしい画像が，DWIです。なぜなら，

脳梗塞を診るなら，まずはDWIだから

です❶。

脳梗塞はDWIで白く光る
　MRI画像のDWIは，脳組織を撮像す

るものとしては解析度が悪いのが特徴で

す。つまり，画像としては見にくく，繊

細さは感じられません。しかし，脳梗塞

の診断には不可欠であり，梗塞部分を白

く写し出します。

写真１ 脳のCT画像 写真２ MRI画像

❶DWI

Ｔ２＊画像 FLAIR

❷Ｔ１強調画像 ❸Ｔ２強調画像

撮像方法 特徴

Ｔ１（ティーワン）

Ｔ２（ティーツー）

Ｔ２＊（ティーツー・スター）

DWI（ディフュージョン）

FLAIR（フレア）

•脳の構造の理解ができる　　•MRIの基本画像である　　•CTとよく似ている

•水分が白く写る　　　　　　•病変の検索に使用する　　•浮腫が分かる

•小さな出血が分かる　　　　•出血部分が黒く写る
•微小出血（CMB：cerebral microbleeds）が分かる

•脳梗塞の急性期の診断に役立つ

•Ｔ２の水が黒い版　　　　　•髄液が黒く写るからＴ２より見やすい

表 MRI画像とその特徴

Ｔ１強調画像
（CTと似ている画像）

Ｔ２強調画像
（Ｔ１の逆）

水

脳脊髄液

白質

脂肪

脂肪

白質

灰白質

水

黒

白

図１ Ｔ１，Ｔ２の陰影の特徴
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※１　細胞外液は組織間液
（間質液）と血漿からなりま
すが，ここでの細胞外液は
組織間液と考えてください。

知っておきたい 
用語

細胞性浮腫
　浮腫には大きく２つあり，細
胞性浮腫と血管性浮腫があり
ます。細胞性浮腫は通常，発
症から24時間以内に起こると
言われています。

❷

　写真３は，脳梗塞の診断で搬入された

患者のDWIです。点線で囲んだ白く写

し出されている部分が脳梗塞部分です。

脳出血を疑うならCT，脳梗塞を疑うな

らMRIと前述したのはこのためです。脳

梗塞の発症からDWIで白く写し出され

る最短時間は39分という報告がある一

方で，脳梗塞の程度によってもその時間

は変化します。ちなみに，DWIで発見

される脳梗塞の検出感度は，発症後６時

間以内の陽性率が90％以上と言われて

います。ここで注意をしなければならな

いのが，発症後数時間経過した後にMRI

を撮像する場合は所見として現れる可能

性が高いものの，発症後まもなくMRI

を撮像する場合は所見に現れない場合も

あるということです。

拡散強調画像とは 
どういう意味か？
　DWIのことを拡散強調画像と言いま

す。前述したように，MRIは細胞内か

ら発せられる信号を画像化します。DWI

は，実際に何の信号をキャッチしている

のかについて説明する前に，「拡散」と

いう用語を知っておく必要があります。

　私たちの身体を構成している一つひと

つの細胞（細胞内）は，水分で満たされ，

その細胞と細胞の間（細胞外※１）もまた

水で満たされています（図２）。身体の

７割は水でできていると言われるのは，

このためです。これら細胞内や細胞外の水

は通常，自由に動き回っています。この動

きを「拡散している」と言います。しか

し，例えば，脳への血流が途絶えてしまえ

ば，細胞に酸素や栄養を送ることができず

に細胞が損傷を受けてしまいます。損傷を

受けた細胞は細胞膜を通じて水や電解質

の移動をすることが困難となり，たちま

ち細胞内に水が浸入してきます。これが，

いわゆる細胞性浮腫❷という状態です

（図３）。細胞性浮腫になると，図３のよ

うに，細胞と細胞の間に隙間がなくなり，

細胞外の水は自由に動くことができなく

写真３ DWIの脳梗塞画像

水

図２ 細胞イメージ
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　肺炎の診断は問診，身体所見，胸部画

像検査，血液検査により臨床的に判断し

ます。問診の中で，典型的な症状として

は，咳嗽・喀痰・呼吸困難感・胸痛など

の呼吸器症状と，発熱，倦怠感，意識障

害などといった全身症状，身体所見では

胸部聴診での副雑音や発熱，頻脈や頻呼

吸といった情報を得られた場合に肺炎を

疑い，胸部画像検査や血液検査を行いま

す。そして胸部画像検査で異常陰影を認

め，血液検査で白血球数増加やCRP上

昇などの炎症反応を認めた場合に肺炎を

疑います（表１）。

異常を見つけるには， 
正常を知っていること
　胸部Ｘ線は，肺炎の診断にかかわらず

汎用される検査の一つです。しかし，単

純に「異常な影」を見つければよいとい

うものではありません。また，目の前に

ある写真が異常なのか，どこが異常なの

か，を見つけるためには，正常な画像を

知らないことには比べるものがないこと

は理解できるでしょう（写真１）。さら

に，変化を追うことも重要です。つまり，

教科書的に正常とされる画像ではなく，

その患者の以前の画像と比較することを

忘れてはいけません。

肺炎に特徴的なＸ線所見は？
　肺炎における胸部Ｘ線画像の所見とし

ては，「コンソリデーション」と「すり

ガラス影」が重要です。それぞれについ

て，症例を基に解説します。

■コンソリデーション
【症例１】

　48歳，女性。数日前から発熱，呼吸

困難感，頭痛にてERを受診。急性上気

道炎，気管支喘息の疑いで経過観察と

（くわばら ゆうじ）1998年福井大学医学部附属病院入職。スタッフとし
て，脳神経外科，ICUに勤務。2010年に集中ケア認定看護師資格を取
得。その後，管理職として循環器センター，呼吸器センター配属。2020
年より，現職。

肺炎

桒原勇治　福井大学医学部附属病院　副看護部長／集中ケア認定看護師

特集１

目の前の患者に
どう結び付ける！？
エキスパートナースの
画像所見・
検査データの活用法

全身症状

身体症状

一般検査

呼吸器症状

身体所見

胸部Ｘ線画像
胸部CT画像

•発熱　　•悪寒　　•頭痛　　•関節痛
•全身倦怠感　など

•脈拍増加　　•呼吸回数増加　　•脱水

•好中球↑　　•CRP↑

•咳嗽　　•喀痰　　•呼吸困難感
•胸痛　など

•打診⇒濁音
•触診⇒音声振盪の増強
•聴診⇒断続性ラ音
　•水泡音（coarse crackles）
　•捻髪音（fine crackles）

•肺胞性陰影（浸潤影）

感
染
症
状

炎
症
症
状

表１ 肺炎の症状
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エキスパート 
の視点

　血液培養が陽性となった場
合，どのボトルが陽性なのかの
把握も重要です。「好気ボトル
だけが陽性なら，好気性菌疑い」

「嫌気ボトルだけが陽性なら偏
性嫌気性菌疑い」「両方すべ
てが陽性ならば，通性嫌気性
菌疑い」となります。

エキスパート 
の視点

　血液培養から連鎖球菌が検
出された時は，髄膜炎や感染
性心内膜炎，副鼻腔炎の鑑別
も考慮する必要があります。

❶

❷

なったが，その後も発熱が継続し，翌々

日に再診。炎症反応が高値であり，血液

培養を２セット採取。血液培養の２セッ

ト４本❶すべてから「連鎖球菌疑い」の

細菌が検出❷され，胸部Ｘ線画像（写真

２）で，左中肺野に肺炎像を認めたため，

呼吸器内科にコンサルト。加療目的にて

入院となる。

【入院時のバイタルサイン】

　体温：39.9℃，脈拍数：94bpm　整，

血圧：126 ／70mmHg，SpO２：99％

（０Ｌ）

【既往歴】特記なし

【身体所見】

意識：清明　

頭頸部：項部硬直なし

結膜：黄染なし，貧血なし

咽頭：発赤なし，腫脹なし，滲出物なし，

白苔なし

口腔：舌乾燥なし，出血なし，潰瘍なし

頸部：頸静脈怒張なし，頸部リンパ節触

知せず，甲状腺触知せず

胸部：心音；Ｓ１→Ｓ２→Ｓ３（－），

Ｓ４（－），心音　整，雑音なし

縦隔

気管支

鎖骨

横隔膜

写真１ 胸部Ｘ線画像の正常な正面像

左舌区に区域性のコンソリデーション

エアブロンコグラム

〈胸部Ｘ線〉 〈胸部CT〉

写真２ 症例１：コンソリデーションとエアブロンコグラム（肺炎球菌肺炎）
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知っておきたい 
用語

肺炎連鎖球菌
　市中肺炎の代表的な原因菌
は，肺炎球菌，インフルエンザ
桿菌，モラクセラ・カタラーリス，
レジオネラ，クラミジア，マイコ
プラズマの６菌種で，頻度とし
ては肺炎球菌が最多となります。

知っておきたい 
用語

Kohn孔
　肺胞と肺胞をつなぐ穴のこ
と。普段は閉じていますが，こ
れがあることで，細気管支が閉
塞した時でも空気が肺胞間に
流れて無気肺を防ぎます。

知っておきたい 
用語

ランバート管
　肺胞と終末気管支をつない
でいる穴のこと。

❸

❹

❺

呼吸音；左中肺野にcoarse crackles

軽度

腹部：平坦，軟，腸雑音亢進減弱なし，

自発痛なし

下肢：浮腫なし，皮疹なし

【血液検査（血清）】

　WBC：9.7×10３/μL，CRP：31.58 

mg/dL（６＋）

　BUN：8.2mg/dL，CRE：0.60mg/dL

【胸部Ｘ線】

　左中肺野に透過性低下領域あり

【胸部CT】

　左舌区に区域性の浸潤影あり，右上葉

にも気道周囲に斑状影あり，胸水なし

【一般細菌】

静脈血液培養：肺炎連鎖球菌❸

尿中抗原：レジオネラ（－）

尿中肺炎球菌抗原：陰性

　「コンソリデーション」とは，肺胞内

の空気が水に置き換わることで生じる

「真っ白な陰影」のことです。肺炎の原

因となる微生物が肺胞領域で増殖し，そ

れに対して好中球やリンパ球，マクロ

ファージが遊走してきます。その結果，

微生物や好中球などの死骸が蓄積するこ

とで肺胞内に滲出液や膿が貯留します。

これらの滲出液や膿が，肺胞間をつなぐ

Kohn孔❹や肺胞と細気管支をつなぐラ

ンバート管❺を通じて肺胞から肺胞へと

広がり，隣り合う肺胞が水浸しになるこ

とで，「コンソリデーション」が生じま

す。また，肺胞内は水浸しとなりますが，

気管支内には空気が残っているために，

エアブロンコグラム（気管支透亮像）が

見られることもあります（図１）。

■すりガラス影
【症例】

　82歳，男性。４，５日前からのどに違

和感があり，痰が絡み出してきた。歩行

時に呼吸困難感が強くなってきたため，

ERを受診。

【既往歴】

　肺気腫，気管支喘息，高血圧症，ラク

ナ梗塞

【入院時のバイタルサイン】

　血圧：124 ／67mmHg，脈拍数：

108bpm，体温：37.0℃，呼吸数：24 

rpm，SpO２：79％（０Ｌ）

水槽の中にストローを
入れ，投影すると，ス
トローの境界が明瞭に
写る

水槽の前にストローを
置いて，投影しても，
ストローの境界は不明
瞭に写る

エアブロンコグラム
（気管支透亮像）

図１ エアブロンコグラム（気管支透亮像）のイメージ
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【身体所見】

意識：清明

結膜：黄染なし，貧血なし

頸部：リンパ節腫脹なし

咽頭：発赤なし

扁桃：腫大なし，白苔なし

胸部：心音；雑音なし

呼吸音；明らかなラ音は分からず，呼

吸音に減弱はない

　　背側でややcrackles（＋）

腹部：平坦，軟，腸雑音正常，圧痛なし，

反跳痛なし

四肢：下腿浮腫なし，四肢麻痺なし，歩

行可能

皮膚：発疹なし

ばち指なし

【血液検査（血清）】

　WBC：11.0×10３/μL，好中球：83.6 

％，CRP：5.49mg/dL（３＋）

　BUN：22mg/dL，CRE：1.19mg/dL

【胸部Ｘ線】

　左下肺野に浸潤影あり

【胸部CT】

　胸水貯留はなし，左下肺にすりガラス

影を認める，リンパ節腫大なし

【一般細菌】

痰培養：有意菌なし

尿中抗原：レジオネラ（－），肺炎球菌

（－）

　コンソリデーションは「真っ白い陰影」

と前述しましたが，「すりガラス影」は

「うっすら白い陰影」になります。両者

の違いは，炎症が起こっている場所です。

コンソリデーションを来す肺炎は主に肺

胞がメインとなり，すりガラス影を来す

肺炎は，気管支や細気管支が病変となり

ます。この場合，肺胞領域への炎症の広

がりは多くないため，肺胞内は水浸しと

ならず，ある程度の空気が残ります。そ

のため，画像上，コンソリデーションよ

りやや薄い白で，「すりガラス影」とな

ります（写真３，４）。

■画像を見る上での注意事項
　「コンソリデーション」が見られる肺

炎の原因菌としては，肺炎球菌やレジオ

ネラが多いとされており，「すりガラス

影」を認める肺炎の原因菌は，マイコプ

ラズマやインフルエンザ桿菌，ウイルス

すりガラス影

〈胸部Ｘ線〉 〈胸部CT〉

写真３ 症例２：すりガラス影（間質性肺炎急性増悪）
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ARDS
　急性呼吸窮迫症候群：acute 
respiratory distress syndrome

SBT
　自発呼吸トライアル：Spon
ta ne ous Breathing Trial

死亡率を改善する治療法は
限られている！？
　今日の集中治療のレベルは確実に向

上してきており，敗血症や急性呼吸窮迫

症候群（ARDS）などの重症疾患の死亡

率は徐々に低下してきています１，２）。し

かし，2013年に発表されたPROSEVA 

study３）にて，ARDSに対する腹臥位療

法が死亡率を有意に下げると報告されて

以降，大規模臨床試験で実証できた重症

患者の死亡率を改善させる可能性のある

治療法がないのも事実です。「どんな症

例であっても，この病態にはこの治療を

行えばいい」という確立した治療方法

は，現時点では存在しません。重症症例

の治療方針を計画するには，その原因や

背景疾患，患者の重症度などを総合的に

判断し，選択した治療方法がその症例に

効果があるのかどうかを十分吟味した上

で開始する必要があり，症例ごとのオー

ダーメイド治療が求められています。

　重症患者の生存は，集中治療医として

目指すゴールであることは言うまでもあ

りませんが，重症病態から生存した患者

をいかにより良い状態でICUから退室さ

せ，退院後のQuality of Lifeの向上を目

指すことも，我々には求められています

（コラム①）。

いま取り組むべき最大の課題：
Post Intensive Care 
Syndrome（PICS）
　重症病態からの生存症例におけるPost 

Intensive Care Syndrome（PICS）は，

我々が直面している取り組むべき課題で

す。PICSとは，ICU在室中あるいはICU

退室後，さらには退院後に生じる身体機

能・認知機能・メンタルヘルスの障害の

総称です（コラム②）。

　PICSを予防するために，人工呼吸患

者においてABCDE（＋FGH）バンドル

が推奨されています。鎮静は可能な範囲

内で浅くし【Ａ】，人工呼吸器からの離

脱が可能か日々確認を行い【Ｂ】ながら

鎮静・鎮痛を上手に組み合わせ【Ｃ】，

せん妄の早期発見と介入【Ｄ】，そして

早期離床・早期リハビリテーション【Ｅ】

を行う。こういったバンドルでの介入を

実現するためには，主治医だけでなく関

連部署の医療スタッフや多くの専門家の

介入が必須であり，ICU治療はチーム医

療・多職種連携がキーワードとなる時代

に突入しました。

集中治療医が 
ICU看護に期待する役割

大村和也　国際医療福祉大学　医学部　麻酔・集中治療医学　助教 
国際医療福祉大学成田病院　麻酔・集中治療科　医師

特集２

他部署・他職種の視点で
考える！
ICU看護への期待と
求められる役割

（おおむら かずや）2009年神戸大学医学部附属病院にて初期研修修了後，
同院救急科にて後期研修を開始。千葉県救急医療センターや済生会横浜
市東部病院にて救急，集中治療，麻酔，災害医療の経験を経て，2018年よ
り国際医療福祉大学医学部麻酔・集中治療医学。
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チーム医療で 
ABCDEバンドル
は進化する！
　デクスメデトミジンや

短時間作用型ベンゾジ

アゼピンなど新しい薬剤

の出現や，人工呼吸患者

への吸入麻酔薬の使用，

自動SBT機能や自動トリ

ガー機能を搭載した新し

い人工呼吸器の開発によ

り，ABCDEバンドルの

【Ａ】【Ｂ】【Ｃ】はより

実現しやすい環境になっ

てきています。【Ｄ】に

おいては，精神科医やリ

エゾンチームのICU参

画により，せん妄への早

期介入も可能になってき

ました。さらに，理学療

法士を中心としたリハビ

コラム①　重症患者は退院後も普通に生活できていない！？
　重症病態である敗血症の患者が，退院後どのような生活をしているのか調査した研究があります５）（図１）。急性
期病院を退院して６カ月後，患者はどこで生活しているのでしょうか？
　自宅で生活できている患者は約半数（57.2％）しかおらず，生存退院しても，３割の患者が退院後６カ月以内に
亡くなっています。また，１割は自宅に帰れず，再入院や施設入所となっています。
　さらに，ARDS患者が急性期病院を退院してから５年間の追跡調査があります６）（図２）。平均年齢45歳と比較的
若年の患者は，退院後に仕事を行うことができているのでしょうか？
　調査の結果，退院１年後の時点で，約半数（48％）の患者が無職であり，５年後でも約４分の１（23％）の患
者が仕事に就くことができていませんでした。

コラム②　PICSって具体的にどんな感じ？
例１）55歳，男性。ICUで48時間以上の人工呼吸管理を行いました。下肢の筋肉量を経時的に測定したところ，筋

肉は日に日に減り続け，10日目には約20％もの筋肉が減少しました７）（図３）。
例２）45歳，男性。48時間の人工呼吸管理を行い，10日目に退院しました。３カ月後の認知機能を確認すると，

外傷性脳損傷と同レベルの認知機能障害を認めました８）（図４）。
＊　＊　＊

　このように，比較的若年であっても数日の人工呼吸管理が身体的にも脳機能的にも大きな影響を残すことが分
かっており，さらに重症になるほど顕著となります。

（％）

１年後 ２年後 ３年後 ５年後４年後
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図２ ARDS患者の退院後の
仕事復帰の状況

Herridge MS, Tansey CM, Matté A, et al. Functional disability
5 years after acute respiratory distress syndrome.
N Engl J Med. 2011；364：1293-1304.を基に筆者作成

家 57.2％
介護施設 5.0％

病院など 5.3％死亡 32.6％

図１ 急性期病院を退院後の
患者の行き先

Buchman TG, Simpson SQ, Sciarretta KL, et al. Sepsis
Among Medicare Beneficiaries：2. The Trajectories
of Sepsis, 2012-2018. Crit Care Med. 2020；48：
289-301.を基に筆者作成
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図３ 入院中の下肢の筋肉量の変化

Puthucheary ZA, Rawal J, McPhail M, et al. Acute skeletal
muscle wasting in critical illness. JAMA. 2013；310：
1591-1600.を基に筆者作成
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外傷性脳損傷レベル
アルツハイマー型
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図４ 人工呼吸管理患者の
退院後の認知機能

Pandharipande PP, Girard TD, Jackson JC, et al. Long-term
cognitive impairment after critical illness. N Engl J Med.
2013；369：1306-1316.を基に筆者作成
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ECMO
　体外式膜型人工肺：ex tra
corporeal membrane ox y
genation

リテーション技師が集中治療に参加する

ことで，ICUにおける早期離床・早期リ

ハビリテーション【Ｅ】は飛躍的に進ん

でいます。人工呼吸器や透析機器，体外

式膜型人工肺（ECMO）症例の離床に

は，臨床工学技士の存在も欠かせません。

　こういった医療環境の進歩と多職種の

介入により，より簡便に，よりレベルの

高いABCDEバンドルが実現可能となっ

ています。

多職種の介入により， 
ICU看護師に求められることは
変化する！
　ICUで看護師が行う業務は非常に多い

と思います。患者の病態の評価や医師の診

療の介助，薬剤の作成・投与，人工呼吸

器や透析などの機器管理にリハビリテー

ション，時には検体搬送など，いわば「何

でも屋」を担ってきました。しかし，そ

れ故に重症患者の「看護」を行う時間的

余裕はなかったように思います。病態生

理に詳しい，人工呼吸器に詳しい，リハビ

リテーションに長けている…，そのような

看護師は非常に優秀だと思いますが，やは

り看護師には「看護」に最も重点を置いて

ほしい。多職種がICUに介入する時代に

突入したことで，これまで「何でも屋」の

看護師が行ってきた業務を，各専門職へ

タスクシフト・タスクシェアし，多職種連

携を確立したからこそ実現可能な「看護」

を実践する時期に入るのだと思います。

ABCDEバンドルにおける 
看護師の役割とは？
　では，看護師が行う看護とは何でしょ

うか？

　浅い鎮静を実現しても，患者にとって

それが苦痛であったなら，患者は興奮し，

時には暴れてしまい，身体抑制が必要に

なったり，鎮静薬をより増量しなければな

らなくなったりするかもしれません。浅い

鎮静を実現するためには，それが可能にな

る環境をつくってあげなければなりませ

ん。気管挿管患者は一体何に苦痛を感じて

いるのか？　これをよく理解しておくこと

が重要です。気管チューブによる痛みなの

か？　フェンタニルなどの鎮痛薬を投与す

ればよいだけのことなのだろうか？　そ

うではありませんでした。本邦で行われた

看護研究４）が答えを教えてくれました。

　気管挿管患者は，「口渇」に最もストレ

スを感じているのです（表）。そこで，鎮

静を浅くしていくタイミングの前にあら

かじめ十分な口腔ケアを行い，患者の楽な

体位調整を行います。覚醒が得られた後は

コミュニケーションツールを確立させ，状

況の説明を行い，安全で安心できる状態で

あることを十分伝えます。これらを看護師

が行うことで，また１段階レベルの高い

ABCDEバンドルが実現できるでしょう。

非常に感じた 少し感じた 覚えていない

口渇

しゃべれない

自由に動けない

挿管チューブの不快感

喀痰吸引

緊張

痛み

76.1％

72.9％

69.8％

67.7％

66.7％

66.3％

63.6％

21.9％

26.1％

30.2％

20.8％

19.8％

33.0％

36.4％

2.0％

1.0％

0.0％

11.5％

13.5％

1.0％

0.0％

表 気管挿管患者が感じるストレス

高島尚美，村田洋章，西開地由美他：12時間以上人工呼吸管理を受けたICU入室患者のストレス経験，
日本集中治療医学会雑誌，Vol.24，No.４，P.399 ～ 405，2017.を基に筆者作成
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ICUでの臨床工学技士の役割
　2014年に創設された「特定集中治療

室管理料１，２」の施設基準１）に，「専

任の臨床工学技士が，常時，院内に勤務

している」と記載されたことにより，集

中治療業務における臨床工学技士のかか

わりは大きく変化しました。今まで集中

治療室への関与は，生命維持管理装置が

稼働している時だけでしたが，日勤帯

中，または24時間集中治療室内に専任

の臨床工学技士が常駐するなど，そのか

かわりはより深くなったと思います。特

に専任の臨床工学技士においては，チー

ム医療の一員として治療方針について医

療機器の専門的な知識から助言，提案を

行うなど，集約的医療の観点からもより

臨床へのかかわりが強くなっています。

ただし，専任の臨床工学技士が増えたと

されましたが，2018年の調査２）におい

ては，まだ少なく，臨床工学技士のかか

わりの少ない集中治療室の方が一般的と

なっています。

　集中治療室での臨床工学技士の役割は，

やはり医療機器の安全管理です。2007年

に厚生労働省より「集中治療室（ICU）

における安全管理指針」３）が出され，「生

命維持管理装置の操作並びにトラブル処

置を行うにあたっては，臨床工学技士が

関与することが望ましい」とされました。

また，「臨床工学技士がICU内に常時勤

務することが望ましいが，その体制がで

きない場合でも緊急時に臨床工学技士が

適切に対応できる体制であることが望ま

しい」とされ，当初より臨床工学技士の

かかわりを強く希望しています。

　集中治療室では数多くの医療機器が使

用され，主に患者の生命にかかわる生命

維持管理装置が扱われており，病院の中

でも特殊な環境であると言えます。医療

機器などに由来するインシデント・アク

シデント事例のうち，2019年に死亡も

しくは重篤な状況に至った事例は212件

あったと報告４）されており，医療機器

に関する医療事故は後を絶ちません。

　このような背景の中，安全に医療機器

が使用される環境・システムを整えるこ

とは臨床工学技士の大きな役割となりま

す。医療機器を安全に使用するためには，

まず安全に使用できる医療機器を提供す

る必要があります。使用後の点検や，定

期点検などは，専門的教育を受けてきた

臨床工学技士の立場から 
ICU看護に期待する役割

奥田晃久　東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　臨床工学部　臨床工学技士

特集２

他部署・他職種の視点で
考える！
ICU看護への期待と
求められる役割

（おくだ あきひさ）2001年東京慈恵会医科大学附属病院に入職。2010年に集中治
療室専任の臨床工学技士となり，集中治療室での臨床工学技士の業務確立に向けて
活動。2015年に公益社団法人日本臨床工学技士会の集中治療業務小委員会（旧・
集中治療業務検討委員会）の委員などを務め，2020年８月より委員長となる。2016
年から東京慈恵会医科大学葛飾医療センターに異動し，現在に至る。
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エキスパート 
の視点

　高額の医療機器が常に使用
できる環境を整えるためにも，
使用後の点検，定期点検は専
門的教育を受けてきた臨床工
学技士が実施することが望まし
いです。

エキスパート 
の視点

　医療機器は誤った使用方法
でも測定できます。そのため，
その測定値が正しい値であるか
評価できなければなりません。
測定精度が高く確かな値が得
られる使用方法を学ぶために
も，測定原理を学ぶことが重要
です。なぜ測定できるのかが理
解できれば，患者をアセスメント
する際に役立ちます。

IABP
　大動脈内バルーンパンピン
グ：intra-aortic balloon pump-
ing

PCPS
　 経 皮 的 心 肺 補 助 装 置：
pe r cu t a neou s  c a r d i o -
pulmonary support

NIBP
　非観血的血圧：non- inva-
sive blood pressure

❶

❷

臨床工学技士が行う❶ことで，不具合，

故障を早期に発見することができます。

また，医療機器は患者のベッドサイドで

使用されるため，日々ベッドサイドで業

務を行う看護師に対し，医療機器の知

識・技術について教育することは，安全

に医療機器を使用できるようになるだけ

ではなく，ICU看護のアセスメントにお

いても役立つものとなっています。

ICU看護に求められる役割
■医療機器の理解と操作方法の熟知
　集中治療室においては，最新の医療機

器が使用され，看護師はさまざまな医療

機器に囲まれた患者に対して，ICU看護

を提供しなくてはなりません。したがっ

て，ICU看護を行う上では，医療機器に

対する理解と操作方法を熟知すること

が，患者に対するベストプラクティスに

つながると考えられます。

　集中治療室で使用される医療機器には，

次のものがあります。

①身体からの情報を計測・監視する装置

②身体の機能の一部を代行する装置

③その他（輸液ポンプ，シリンジポンプ，

電動ベッドなど）

　看護師は①の装置を活用し正しく計測

する技術と，②の装置を必要とする患者

へのケアおよび機器の安全管理能力が必

要となります。①で使用される医療機器

には，主に心電図モニタ，パルスオキシ

メータ，観血・非観血的血圧計，心拍出

量モニタ，カプノメータ，脳波モニタな

どがあります。また，②の医療機器にも

モニタリング機能があり，患者の身体生

理機能を示す情報を得ることができます。

　医療機器から得られた情報は，クリ

ティカルケア領域において患者の状態を

把握するために必要不可欠であり，ICU

看護を行う上でも重要な意義を持ちます。

そのため，測定精度が高く確かな値が得

られるよう正しく取り扱い，得られた情

報からアセスメントできることが必要❷

になります。そして，②の医療機器には

人工呼吸器やIABP，PCPS，血液浄化装

置などがあり，使用している患者は重篤

で身体的にも精神的にも危機的状況にあ

ります。したがって，機器を使用しなく

てはいけない状況を理解してケアを行う

だけではなく，安全にこれらの機器が使

用できるよう管理できることが必要です。

■集中治療室で使用する機器の 
安全な使用・管理方法

NIBP

　例えば，①で使用される医療機器に

NIBP測定があります。NIBPは，上腕

に巻いたカフの内圧を低下させるにつれ

て，いったん遮断していた血流の再開を

オシロメトリック法でとらえて測定しま

す。NIBPは上腕にカフを巻くだけで簡

易的に測定できる反面，カフの選択やカ

フの装着部位，不整脈，体動の影響を受

けます。腕周りに対して小さすぎるカフ

は血圧を過大評価し，緩いカフは血圧を

過小評価します。適切なカフサイズは，

腕に巻いた時に写真のようにINDEXの

ラインがRANGEの範囲にくるものを選

択します。通常，成人であれば13cm幅

のものが使用されます。また，カフ装着

部位は通常，上腕が選択されますが，カ

フを遠位に装着するほど収縮期血圧は上

昇し，拡張期血圧は低下する傾向を示し
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ECMO
　体外式膜型人工肺：extra-
corporeal membrane ox y-
gena tion

知っておきたい 
用語

ミキシングゾーン
　自己心から拍出される血液と
VA-ECMOから送り出される血
液が，大動脈内でミックスされ
る部分のことをミキシングゾーン
と呼びます。PCPSの設定条
件が一定であれば，ミキシング
ゾーンの位置は心機能によって
変化します。心機能が低下し
自己心拍出量が低下すると，両
上肢や脳への血流はPCPSの
血流に依存します。一方，自
己心拍出量が上昇すれば，両
上肢や脳への血流は自己心拍
による血流に依存します。その
ため，ミキシングゾーンを評価す
ることは心機能の改善を評価す
るためにも重要です。

エキスパート 
の視点

　生命維持管理装置において
は，医療機器を介して患者の
状態をモニタリングすることがで
きます。例えば，人工呼吸器で
あれば，気道内分泌物の有無
や，患者と人工呼吸器との同
調性など，多くの情報を得るこ
とができます。そのため，生命
維持管理装置稼働時において
は適宜チェックリスト（点検記
録簿）を用いて観察することが
重要です。

❸

❹

ます。さらには，左右差や，血管の硬さ，

血管作動薬の影響によっても血圧は変化

するため，患者の状態と医療機器の性質

を理解した上で使用することが重要です。

PCPS

　次に，②の医療機器にはPCPS装置が

あります。経皮的心肺補助法のことで，

血液を流す遠心ポンプと人工肺が組み込

まれた回路を用いて，心臓と肺の機能を

補助する医療機器です。最近ではECMO

と呼ばれ，心臓の機能補助を目的に行う

場合をVA-ECMO，呼吸の機能補助を

目的に行う場合をVV-ECMOと呼びま

す。どちらも同じポンプと人工肺を使用

するのですが，血液を送り出す血管が動

脈の場合VA-ECMOとなり，静脈の場

合はVV-ECMOとなります。

〈アセスメント〉

　VA-ECMOの最大の目的は，全身に

酸素を供給することです。そのため，酸

素運搬量（DO２），酸素消費量（VO２），

酸素摂取量（O２ER）といった全身酸素

代謝をアセスメントします。一般的な酸

素代謝の指標としては，混合静脈血酸素

飽和度（SvO２）を用いて60 ～70％を

目標に管理します。また，VA-ECMO

中はミキシングゾーン❸がどの位置にあ

るかを評価することが重要となり，右手

橈骨動脈の血液ガス分析とSpO２や左手

のSpO２，脳機能測定装置，IABPの先

端側の血液ガス分析などで推測し，自己

肺機能に留意しながらVA-ECMOと人

工呼吸管理を行います。

〈出血の合併症〉

　VA-ECMOの合併症で最も多いのが

出血です５）。カニューレ穿刺部からの出

血，カニューレ挿入時の後腹膜出血や血

管損傷，または脳・呼吸器系・消化管出

血などが挙げられており，大量出血の場

合には外科的処置を行う必要がありま

す。出血は循環血液量による脱血不良を

引き起こし，流量管理に大きな影響を及

ぼすため，穿刺部の出血の確認のほか

に，Hb値の推移を適宜確認することが

重要です。また，カニューレ留置側の下

肢は血流障害になる可能性があるため，

ドプラー血流計や色調の変化などを観察

し血流の評価を行います。

〈血栓予防〉

　VA-ECMO稼働中に回路や遠心ポンプ

内に血栓が生じた場合，回路交換が必要

になります。回路交換の作業は補助循環

を一時中断しなくてはならずリスクが高

いため，血栓予防のためにAPTT，ACT

で管理します。また，図のように回路内

圧をモニタリングすることで容易に血流

量が低下した原因を追究することができ

ます❹。例えば，ECMOの血流量が下

がり，人工肺の肺前圧，肺後圧は下がる

が，脱血圧が上がった場合は，遠心ポン

プに血栓ができポンプ不全になったと考

えられます。

カフを腕に巻いた時にこの範囲内に
INDEXラインが入れば適切なカフサイズ

写真 カフの選択方法
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