
特集  手術看護のレベルアップ！ 記録につなげる！ 手術看護に必要なアセスメント力向上講座

糖尿病

●疾患の基礎知識
　糖尿病は，インスリンの不足と末梢

組織における糖利用の低下による慢

性的な高血糖症状を主として，さまざ

まな代謝異常を継続して起こし，多岐

にわたる合併症を誘発する。糖尿病患

者に特有な疾患として，①糖尿病網膜

症，②糖尿病腎症，③糖尿病性神経障

害があり，これらを糖尿病の「三大合

併症」と呼び，術前からその疾患の

正確な評価を行うことが必要である。

　ほかにも，高血糖状態が続くと動

脈硬化による疾患（狭心症や心筋梗

塞，脳梗塞，脳出血など）を起こしや

すくなり，下肢の動脈硬化から歩行困

難や足指の壊疽を起こすこともある。

また，免疫能も低下し，感染症にか

かりやすくなるため，風邪やインフ

ルエンザ，肺炎や膀胱炎などに注意

が必要になる。さらに，糖尿病では高

血圧や脂質異常症，骨粗鬆症，歯周

病などを合併していることが高率に

見られるため，術前の検査や歯科受

診を勧めることも必要となる（図１）。

●見逃してはならない 
各種検査・指標と注意ポイント

　血糖のコントロールが適切か評価

することが必要である。血糖値は変

動が大きいため，過去１～２カ月の

平均血糖値を反映するHbA1cや尿

糖，一日血糖，GA（グリコアルブ

ミン），血清1,5AG，経口糖負荷試

験（OGTT）※１のほか，インスリン

分泌能を評価するために，血中イン

スリン，尿中Ｃ－ペプチド，尿中ケ

トン体の検査を行う。

　また，脱水やインスリンを使用す

ることで変化する血清カリウム値を

確認するために，電解質や血中尿素

窒素（BUN），血清クレアチニン（Cr）

の検査は必須項目となる。そのほか，

網膜症に対する眼底検査，腎症に対

するタンパク尿定量，クレアチニン

クリアランス（Ccr）で糖尿病合併

症を評価する。

　糖尿病患者は三大合併症以外にも，

心疾患や動脈硬化などの異常を来し

ていることが多い。しかし，神経障

害により，虚血性心疾患発作時の疼

痛に対し鈍感になっていて症状の自

覚が乏しいため，患者自身が気づか

ないうちに心機能が低下しているこ

とがある。これは，術後の予後にも

大きくかかわるため，心電図・血圧

のほか冠動脈造影（CAG）や心筋シ

ンチグラム，運動負荷試験，心臓エ

コーなど心機能の検査を行うと共に，

頸動脈超音波検査やABI足関節上腕

血圧比（ABI）など必要に応じて細

血管の動脈硬化を評価する（表１）。

東京都済生会中央病院 

手術室　手術看護認定看護師　南波有子
2004年東京都済生会中央病院入職と同時に手術室配属。その後病棟勤務を経験し，再度
手術室配属となったことを機に手術看護を更に深く学ぶため，2017年手術看護認定看護師
取得，現在に至る。

※１　経口糖負荷試験（OGTT）：糖尿病と診断され
ている患者に対しては必須の検査ではなく，糖尿
病が疑われる患者に対して行うものである。
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●術前訪問での聴取・記録のポイント
　糖尿病の分類と既往歴，治療歴を確認する。そ

して，現在の治療法と処方内容を確認し，多飲・

多尿，口渇，視力の低下，胸痛の有無，四肢末梢

の知覚鈍麻，低血糖時の症状の自覚の有無など，

糖尿病の症状を確認する。また，骨粗鬆症の症状

や足指の皮膚トラブル・欠損がないか，術中の体

位に支障がないかを視診し，問題がある時は手術

を担当する看護師に申し送りその旨を記録に残す。

　インスリン治療を行っている場合は，その内容

を確認する。透析を行っている患者については，

シャントの有無，場所，状態（シャント音の聴取，

スリルの触診）を確認する。術後にシャントの状

態を評価するために，術前訪問時・術直前もその

記録を残すことが大切である。

●手術準備のアセスメント，麻酔の評価
　術中に随時血糖をチェックできるように，血糖

測定器を準備する。シャントのある患者はシャン

トを保護するために，血圧測定や末梢点滴をシャ

ント側で行わないようにし，末梢点滴ラインに逆

流防止弁を接続して対応する。体位によっては，

シャントが圧迫され術中に潰れてしまう可能性が

あるため，シャント部分に予防具（写真）を使用

して除圧を行う。また，壊疽による四肢欠損があ

る場合，患者に合わせてソフトナースやナース

パッド，スポンジなどを用いて除圧する。

　骨粗鬆症を合併している患者に対しては，体位

変換による骨折を起こす可能性があるため，過度

の圧迫や過伸展などを起こさないよう固定具を選

別する。網膜症などにより視力が低下しているこ

とも考慮し，患者の動線上には物を配置しないよ

う留意して，必要に応じ車いすやストレッチャー

で入室してもらう。糖尿病患者には歯周病を有す

る人が高率に存在するため，動揺歯の確認や口腔

ケアの指導を行い，挿管時にはビデオ喉頭鏡など

を使用して歯の脱落に注意する。

図１●糖尿病の主な合併症
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写真　当院で作製した予防具
半透明で観察が可能。

表１●糖尿病患者の術前検査
評価 検査内容

•空腹時血糖，HbA1c，血糖日内変動，GA，血清
1,5AG
•検尿（尿糖，尿ケトン体，尿タンパク，尿中Ｃ－
ペプチド）
•血中インスリン（IRI），経口糖負荷試験（OGTT）
•水・電解質バランス（BUN，Cr，Na，Ｋ，Clなど）
•酸塩基平衡（血液ガス分析）
•網膜症→眼底検査
•腎機能→BUN，Ccr，タンパク尿定量，尿中微量
アルブミン
•神経障害→腱反射テスト，振動覚検査，心拍変動
検査，神経伝導検査
•動脈硬化
脳→CT，MRI，頸動脈エコー
心臓→心電図，血圧，CAG，心筋シンチグラム，

心エコー
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　一般に開腹外科手術・腹腔鏡下外

科手術といっても医療は日々進歩し

ており，さまざまな術式がある。そ

のさまざまな術式を担当する外回り

看護師，器械出し看護師は術式の理

解のみならず，その手術を受ける患

者の状態を術前・術中・術後の周術

期においてアセスメントし理解する

ことが望まれる。そこで本稿では，

各手術領域においてどのような視点

でアセスメント・看護実践し，どの

ように看護記録を残していくのかを

紹介する。

術前のアセスメントと
ポイント

●各種検査・画像からの
アセスメント

　術前では，採血，呼吸機能検査，

心電図，胸腹部Ｘ線写真を標準的に

行い，問題があればその項目を精査

する。腹部手術では，病変部位に

よって胃内視鏡や大腸内視鏡が行わ

れ，CTやMRIなどの画像でリンパ

節転移や脈管浸潤の有無などを把握

できる。手術室看護師は，術前に各

検査項目を必ず確認し，何が考えら

れるかをアセスメントし，ケアしな

ければならない。胃がんや大腸がん

などで易出血性の腫瘍では貧血と

なっていることがあるため，採血

データを確認する。また，実際にふ

らつきなどの症状がないか把握し，

歩いて入室が可能かも考えなければ

ならない。ほかにも，腫瘍に伴い消

化管の狭窄があれば麻酔導入方法な

どの確認が必要であるし，イレウス

チューブを挿入している患者であれ

ば電解質異常や脱水を考える。さら

に，経肛門的な挿入であればチュー

ブ固定部の確認が困難で皮膚損傷を

起こしている可能性もある。

　術前の検査結果や状態からアセス

メントした内容は，看護記録へ記入

しなければならない。当院では，「術

前・術後訪問用紙」を作成しており，

それに沿って情報を集約している。

記入のポイントも合わせて資料１に

提示する。

●手術準備に関するアセスメント
手術体位のアセスメント

　手術体位における術前準備につい

ては，予定手術体位を確認するとこ

ろから始まる。通常，上部消化管の開

腹手術においては仰臥位，下部消化

管手術であれば砕石位が選択される。

看護師はこの予定手術体位を確認し，

術前訪問を行ってそれが可能である

かを確認する。その際には，口頭で確

認するだけでなく，実際の手術体位

をシミュレーションしながら確認す

ることが望ましい。また，関節可動

域制限などがあり通常の手術体位が

困難な場合には，角度計を用いて各

鹿児島市医師会病院
手術室　手術看護認定看護師　前田龍弥

2005年鹿児島医療技術専門学校を卒業し，鹿児島市医師会病院へ入職。外科病棟へ配属
され，2008年に手術室へ異動し，2017年に手術看護認定看護師資格を取得。現在，看護
専門学校の非常勤講師，研修会講師などの活動を行っている。
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関節が内転，外転，内旋，外旋，回内，回外，屈

曲，伸展の何度まで動かせるか，もしくはどの程

度の制限なのか具体的に理解する必要がある。

　術前訪問時の看護師は，看護記録への記載を忘

れてはならない。記録の記載例として，「術前訪

問時に四肢の関節可動域を確認した。左肘関節に

可動域制限があり130°で屈曲したまま伸展は不

可である」など具体的に記載すると状態が把握し

やすい。この情報を基に看護計画を立案し，実践，

評価を行う。当手術室では，手術室における看護

計画を標準化するために「手術室標準看護計画」

（11項目）を作成している（表）。

身体状態（２項目）：るい痩・肥満体
体位（３項目）：仰臥位・開脚位・砕石位
術式（２項目）：開胸術・開腹術
麻酔（４項目）：局所麻酔・硬膜外麻酔・脊髄く
も膜下麻酔・全身麻酔

表●当院の手術室標準看護計画の項目
（各項目別の手術を受ける患者の看護）

手術室術前術後訪問

術前訪問

術後訪問

Ｉ.D　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　年齢　　　　　　　身長　　　　　　　体重　　　　　　　

手術日　　　　　　　　　　病名　　　　　　　　　　　　予定術式　　　　　　　　　　手術体位　　　　　　　　　　

身体状況

骨格異常　　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
関節痛　　　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
可動域制限　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
視覚異常　　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
聴覚異常　　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
皮膚異常　　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
意識障害　　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
かつら　　　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
アレルギー　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
歯の状態　　□良　　□義歯　　□差歯　　□揺動
　　　　　　部位（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

既往歴

疾患術式に対する認識

家族からの情報提供　　□有　　□無

術前カンファレンス

検査結果

心電図　　□正常　　□異常
呼吸機能　□正常　　□異常　　□拘束性
　　　　　　　　　　　　　　　□閉塞性
血液検査　□正常　　□異常

その他

内服薬

訪問時の訴えや反応

希望の音楽（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　参加者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入室方法　　歩行　　車いす　　ストレッチャー

合併症の有無

関節痛　　　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
知覚障害　　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
皮膚発赤　　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
皮膚掻痒感　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）
その他　　　□無　　□有　　（　　　　　　　　　　　　）

手術室の環境に関する訴え（騒音・保温など）

術中・術後の問題リストの評価

術前訪問に関する訴え（説明不足・不安など）

　　　　訪問日　　　　　　　　　　　　　　　　訪問看護師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□訪問なし

　　　　訪問日　　　　　　　　　　　　　　術後日数　　日　　訪問看護師　　　　　　　　　　　　　訪問なし

処置や看護に関する訴え（看護師の対応・不快・不満）

資料１●術前・術後訪問用紙

チェックボックスに沿って確認し，
異常があれば記載する。

内視鏡や画像所見を記入する。

情報を集約し手術時に考えられることを記入。問題がなければ「標準看護で看護実践する」と記入する。
各種術前検査データを基に麻酔科医とカンファレンスを行い，麻酔科医からの問題点なども記載する。
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　緊急手術を要する疾患は，その発

症が突然で，しかも重篤な症状を呈

していることが多い上，術前の準備

も疾患の内容により多種多様であ

る。そのため，短時間の間に術前の

処置や準備も，各々の病態に応じて

臨機応変に行わなければならない。

また，緊急手術を必要とする患者の

病態は変化しやすく，刻々と変化す

る患者の状態を正しくアセスメント

し，看護を行わなければならない。

　本稿では，数ある緊急手術の中か

ら，「帝王切開」「消化管穿孔」「多

発外傷」のアセスメントについて述

べる。

帝王切開
　緊急帝王切開となる場合，患者は

身体的にも心理的にも術前の準備が

不十分である。看護師は，産婦や家

族が理解し納得した上で手術を受け

られるよう，産婦や家族の表情や言

動に注目しながら，意思決定ができ

るように援助することが大切である。

●術前のアセスメントとポイント
術式・手術領域からみる 

アセスメント

　緊急帝王切開の適応として，胎児

機能不全，常位胎盤早期剝離，分

娩停止，遷延分娩，臍帯下垂・臍

帯脱出，切迫子宮破裂などが挙げら

れる。

限られた情報からのアセスメント

　押さえておくべき最低限の情報は，

次のとおりである。

・緊急帝王切開になる理由と状況

・妊婦の基礎情報（年齢，初産か経

産か，身長，体重，血液型，貧血

の有無，薬のアレルギー，妊娠経

過，分娩経過，手術歴）

・妊婦のバイタルサイン

・妊婦や家族の理解，受け入れ

・胎児心拍数モニタリング（基準心

拍数，胎児心拍数基線細変動，一

過性頻脈，一過性徐脈）

・児の基礎情報（妊娠週数，妊娠経

過，推定体重，分娩経過，児頭の

下降度）

・羊水量，羊水混濁の有無と程度

・陣痛周期，陣痛発作・間欠時間，

陣痛の強さ

　妊娠・分娩経過や緊急帝王切開と

なる理由・状況によって，緊急性の

程度や予期的な準備が異なってくる

ため，これらの情報収集を行いアセ

スメントし，ほかのスタッフにも伝

える。

　一般の手術と同様に，感染症の有

無や血液型の確認，その他の検査値

を確認し，アレルギーや喘息の有無

などの既往歴を踏まえて，術前の準

備を進める。緊急帝王切開であって

も，感染症には十分な注意が必要で

ある。また，生まれてくる新生児へ
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大阪市立総合医療センター 
手術センター　手術看護認定看護師　野瀬珠美

1996年より大阪市立総合医療センターに入職。手術センターに配属となり，現在に至る。
2013年10月から兵庫医科大学医療人育成センター認定看護師教育課程で学び，2014年に
手術看護認定看護師の資格を取得。主に教育担当を行いながらスタッフと共に手術看護の
質の向上を目指している。

43手術看護エキスパート ̶̶ Vol.13 no.4



の感染の危険性も考慮し，感染予防・早期対処に

留意する。

　麻酔方法や術後管理までを見通して，最終経口

摂取の時間やその内容，さらには排便状況などに

ついて確認する。

手術準備に関するアセスメント

ａ．手術体位

　仰臥位でベッドの準備を行う。術中の羊水や出

血による汚染に備え，腹部周辺にあらかじめ吸水

パッドを敷いておくとよい。両上肢は手台に乗せ

て固定し，下肢にはフットポンプを装着してセッ

ティングする。

ｂ．準備物品

　一般的な帝王切開と同様の準備をしておく。ベ

ビー受けのセットも同様に準備する。胎児の状態

が悪くなると予想される場合は，新生児科と連携

を取っておくとよい。

ｃ．アレルギー対策

　超緊急帝王切開の場合，情報が錯綜する可能性

もあるため，可能であれば全例ラテックスフリー

で対応することが望ましい。

ｄ．手術環境

　緊急手術であっても妊婦の心理状態を考慮し，

リラックスできるよう，音楽などを準備する。室

温は，胎児の娩出時の低体温予防に備え，あらか

じめ高めの28 ～30℃程度に温めておく。

術前の麻酔に関するアセスメント

　麻酔による母体死亡は誤嚥と挿管困難に起因す

ることが多いため，禁忌のない限り区域麻酔（脊

髄くも膜下麻酔，硬膜外麻酔）を選択する。超緊

急帝王切開の場合は，全身麻酔で行われることが

ある。

脊髄くも膜下麻酔の注意点：妊娠に伴う変化や脊

椎間内容の減少（生理的彎曲の平坦化，硬膜外

腔静脈叢の拡張）により，高位まで麻酔がかか

りやすい。また，低血圧傾向を示したり，硬

膜穿刺部からの髄液漏出による頭痛を認めた

りする。

全身麻酔の注意点：妊婦は，胃が妊娠子宮によっ

て圧迫され，蠕動も低下しているため（プロゲ

ステロンの影響と考えられている），絶食で

あってもフルストマック（full stomach）時の

対応とする（Mendelson症候群になりやすいの

で，注意が必要である）。

　子宮左方転位をとり，迅速導入（rapid se quence 

induction）で行う。手術準備が整ったら皮膚切

開前に麻酔薬を投与し，同時に輪状軟骨圧迫を

行う。挿管チューブはカフ付き気管内チューブ

（6.5mm）で挿管し，挿管により呼吸状態管理が

できていることを確認した後に執刀する。挿管時

は，離被架やオイフが掛かっていることを考慮し，

喉頭鏡のハンドルは短いものを使用することが望

ましい。

超緊急帝王切開（グレードＡ）の注意点

　超緊急帝王切開（グレードＡ）の病態としては，

子宮破裂，常位胎盤早期剝離，臍帯脱出，胎児持

続性徐脈などが挙げられる。グレードＡでは，手

術決定から児の娩出まで20分以内を目標とし，

特に大病院では何があっても最優先できるよう，

通常の緊急帝王切開とは違う手順で進める。

●術中のアセスメントとポイント
術中の麻酔に関するアセスメント

①呼吸

　妊産婦では，横隔膜の挙上などによってFCRは

減少する（20％近くまで低下するとも言われる）。

１回換気量と分時換気量は増加（胎児の分まで必

要）しているが，これらはプロゲステロンによる

呼吸刺激作用と言われている。MACも減少する

ため，麻酔の影響を受けやすい。

②循環

　胎盤・胎児にも十分な血流が必要となるため，

心拍出量と１回換気量は増加する。
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