
これから手術を受ける患者の症状や状態
から，患者が術中・術後へとわたる期間に
どのような経過をたどり，どのような点に特
に気をつけなければならないかを解説しま
す。看護師の方々がとりわけ苦慮しがちな
症状や状態を取り上げましたので，それぞ
れの具体的な対応を学習しましょう。

特集

症状からアプローチする
手術看護アセスメント

症状・状態に関する基礎知識
心疾患・心不全と手術
　心疾患とは，心筋梗塞・狭心症・心臓弁膜

症・心筋炎・不整脈・先天的な心臓の異常な

ど，心臓の病気の総称である。また，心不全と

は，心ポンプ機能の代償機転が破綻することで

呼吸困難や倦怠感，浮腫が出現し，運動耐容能

が低下している状況である。

　心臓弁膜症・心筋炎・先天的な心臓の異常な

どにより心不全がある場合は，水分・電解質バ

ランスの変化に注意が必要である。また，虚血

性心疾患や不整脈がある場合は，手術侵襲や低

体温，循環血液量の減少や水分・電解質バラン

スの変化によって重篤な不整脈が出現したり，

狭心症・心筋梗塞を発症したりすることがある。

　なお，心合併症を起こしやすい非心臓手術の

リスクは手術ごとに分類されており，術後30

日以内の心臓死を含め致命的ではない心筋梗塞

の発生を示す心イベントの発生率は，低リスク

の手術で１％未満，中等度リスクの手術で１～

５％，高リスクの手術で５％超と報告されてい

る１，２）（表１）。

　加えて，重症度の高い心臓の状態として，①不

安定もしくは重症の冠動脈疾患がある，②ニュー

ヨーク心臓協会（New York Heart Associa tion：

NYHA）の心機能分類でClassⅣに該当する，③心

不全の悪化あるいは新たな心不全がある，④重

篤な不整脈がある，⑤高度な弁膜疾患のある状

態が挙げられており，緊急手術が必要でなけれ

ば，手術による合併症や偶発症を予防するた

め，心血管系評価・治療を優先した上で手術の

実施を考慮することが推奨されている１）。逆

に，これらのリスク因子がなく，低リスクの手

術が計画されている場合には，それ以上の心血

管系評価の必要はないとされる。

患者がたどる経過
◦術前
　術前は，緊張による交感神経の興奮や室温の

影響からくる震えによって，脈拍や血圧が上昇

し，心負荷が増大することで，心筋梗塞や不整

脈が発生するリスクが高まる。集中治療室入室

時に深部体温が35℃以上あった症例と比較し

て，35℃未満の低体温症例では，周術期の心

筋虚血イベントが有意に多く見られている３）。

手術室看護師は患者の不安緩和に努め，プレ

ウォーミングを行うことが重要である。

心疾患・心不全がある，循環動態に不安がある

2002年福井医科大学医学部卒業。同年東海大学医学部付属八王子病院手
術室所属。2019年よりICU・CCU所属。2010年手術看護認定看護師免許取
得。2017年周術期管理チーム看護師取得。感染対策・手術体位に関する執
筆多数。

東海大学医学部付属 
八王子病院 

手術室副主任 
手術看護認定看護師　小澤聡貴
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症状からアプローチする手術看護アセスメント特集

　術前の呼吸機能評価として，既往歴や呼吸機

能検査，喫煙歴などの情報を収集した結果，看

護計画に呼吸器合併症リスク，呼吸機能の変動

リスクなどの問題点が挙げられることは多い。

このことから，術後の肺合併症のリスクを予測

する上でも術前の呼吸機能評価は重要と考える。

　また，手術部位，手術体位，手術時間などの

手術内容が呼吸器へ影響するため，どのような

手術内容が呼吸機能を阻害する要因になるのか

を考えることが大切である。そして，そのため

にはまず，正常な呼吸がどのように機能してい

るのかを知っておく必要がある。

呼吸の基礎
解剖生理
　呼吸とは，生命活動に欠かせない酸素を体内

に取り込み，体内で代謝した結果生じた二酸化

炭素を体外に排出することである。正常な呼吸

はリズムが規則的で，呼吸回数は成人で12 ～

18回/分，一回換気量が約500mLである。

気道：上気道は鼻腔，咽頭，喉頭に，下気道は

気管，気管支，細気管支に分けられる。

胸膜：肺の表面を覆う臓側胸膜と，胸壁の内面

を覆う壁側胸膜からなる漿膜である。間に胸

膜腔があり，漿液で満たされている。

　気管の長さは成人で約10cmで，２本の気管

支に分岐する。右の気管支は左より垂直で太く

短いため，異物が入りやすく右下肺野に誤嚥性

肺炎が起こりやすい。気管は２本の気管支に分

岐した後，より細い細気管支へと枝分かれし，

23回の分岐を繰り返す。細気管支の先端には

肺胞と呼ばれる小さな空気の袋があり，肺胞の

壁に毛細血管網を作る。

　肺胞の第17分岐から先の呼吸細気管支，肺

胞管，肺胞嚢がガス交換部分となる。口腔から

細気管支まではガスの通過点であり，ガス交換

には関与しない。この気道部分を解剖学的死腔

という。

　呼吸運動のほとんどで横隔膜が機能している。

肺は自ら膨らんだり縮んだりできないため，横

隔膜の上下運動で胸腔内の圧力が変化して，肺

が受動的に膨らんだり縮んだりする。吸気の際

は横隔膜が収縮することで胸腔内が陰圧にな

り，空気が流入してくるという仕組みである。

換気
　換気とは，呼吸運動による呼気と吸気の２つ

の過程を言う。換気は，大気と肺の間で空気を

交換する複合的な過程であり，神経系と筋肉活

動によって調節されている。呼吸中枢は延髄に

存在し，呼吸の基本的なリズムを形成している。

呼吸中枢では，大脳皮質・中枢・末梢の化学受

容体などからの信号を受け呼吸を調節している。

ガス交換
　ガス交換とは，Ｏ２の取り込みとCO２の排出

のことである。

　Ｏ２とCO２が肺胞毛血管膜を通して交換され

る。肺胞レベルで行われるガス交換は拡散作用

によるもので，肺胞毛細血管膜のガス分圧に

よって決まる。

　吸入気の酸素分圧は大気圧の21％なので

150Torrである。肺胞に入ると二酸化炭素分圧

呼吸器疾患がある， 
呼吸に不安がある

2014年看護師長に昇格。2015年手術看護認定看護師資格取得。2020年特
定行為研修修了。

国際親善総合病院 
看護部　中央手術材料室　看護師長 

手術看護特定認定看護師　澁谷　勲
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症状からアプローチする手術看護アセスメント特集

　術前に発熱や呼吸器症状がある患者に対し手

術を行う場合，周術期にさまざまな合併症を引

き起こすリスクがあり，可能な限り手術の延期

が検討される。しかし，緊急性が高い場合など

は手術が優先されるため，術前に発熱や呼吸器

症状を伴う患者の手術ではどのようにアプロー

チし，どのような合併症が発生するのかといっ

たことについて，手術室看護師は理解し準備し

ておく必要がある。

　本稿では，発熱と呼吸器症状を伴う患者に安

全な手術看護を提供できるよう，症状・病態・

原因などを基にその先を予測しながら対応する

ための知識を深めていく。

発熱の基礎知識 
（発熱の原因）
　発熱には，感染性のものと非感染性のものが

ある。感染性のものは，上気道炎などの呼吸器

感染症や尿路感染，胆嚢炎，カテーテル関連血

流感染などがある。一方，非感染性のものは生

体侵襲に伴うもので，外傷，熱傷などがある。

　上気道感染症（upper respiratory infec tion：

URI）は一般的な感染症の一つであり，発熱，

鼻閉・鼻汁，咽頭痛，咳嗽，倦怠感などの症状

を呈し，手術中止の要因になることも多い。

80 ～90％がウイルス感染によるもので，中で

もライノウイルス感染が30 ～40％と最も多

く，そのほかコロナウイルス，RSウイルスや

インフルエンザウイルスなどによるものがある

（表１）。

発熱のある患者への 
アプローチ・術前評価と 
留意点

手術を実施するか？ 延期するか？
　術前に発熱がある患者においては，まず問診

や身体所見，各種検査により原因の検索が行わ

れる。

　手術の実施について明確なガイドラインや基

準はなく，患者背景や医師によって判断が異な

るが，38℃を超える発熱がある場合は一般的

には手術を延期することが望ましいと言われて

いる。その理由として，発熱患者は異化の亢進

や組織の酸素需要の増大が認められ，心不全や

免疫機能の低下，脱水，神経症状を来しやすく，

正常体温の手術患者に比べて全身状態に有害な

影響が現れる危険性が増すと考えられている。

　ただし，腫瘍や胆嚢炎など原疾患による発熱

が強く疑われ，手術により全身状態の改善が見

込まれる場合には手術の実施が考慮される。

高体温の鑑別
　随伴症状を伴わない発熱の場合は，高体温と

の鑑別が必要となる。特に小児の発熱では，脱

水や厚着によるうつ熱，前投薬による発汗の抑

制など原因が多岐にわたり，また啼泣などでも

容易に高体温となるため鑑別が難しい。このた

め，保護者から情報を得ながら判断していくこ

とも重要となる。衣服の調節などで正常範囲内

の体温になり，全身状態に問題がなければ手術

の延期や中止は考慮されない。

術前に発熱， 
呼吸器症状がある

2007年，３学会合同呼吸療法認定士資格を取得。2018年，東京女子医科
大学認定看護師教育センターへ入学。2019年，手術看護認定看護師資格
取得。2020年多職種で構成された周術期ケアチームを立ち上げ，術前外来
を開設。

社会医療法人輝城会 

沼田脳神経外科循環器科病院 
手術室　主任看護師 

手術看護認定看護師　田中裕章
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　周術期における皮膚障害は，「褥瘡」「スキン-

テア」「MDRPU（医療関連機器圧迫損傷）」「化

学熱傷」などさまざまな要因によって細分化さ

れており，“皮膚トラブル” という言葉だけで

は創傷そのものの説明は難しい。手術室看護師

は，これらの皮膚トラブルに関する専門的な知

識を習得し，周術期に起こりやすい皮膚トラブ

ルへ予防的に介入することが求められ，看護実

践においても苦慮することが多いのではないだ

ろうか。

　本稿では，その中でも周術期において最も発

生頻度が高いとされる「スキン-テア」に焦点

を当て，そのアセスメントと対応について解説

していく。

どういう場合に皮膚トラブルを
起こしやすいのか
　まず，皮膚トラブルを予防するためには，患

者が皮膚トラブルを起こしやすい要因を有して

いるのかどうかをアセスメントするところから

始めなければならない。

　人間に備わっている，外的・内的環境の侵害

から生命を守る生体防御機能の一つである皮膚

の保護（バリア）機能（表１）が破綻すると，

易感染状態の惹起，体液の喪失，環境との物質

交換よる創傷・皮膚障害の追加治療，ならびに

それらに伴った在院日数の延長につながりかね

ない。

　手術を受ける患者は，新生児から高齢者まで

非常に幅広い。乳幼児の皮膚はみずみずしく柔

らかいが，バリア機能が未熟であるため皮膚の

トラブルが多く，思春期には性ホルモンの分泌

に伴って脂腺や汗腺が発達し，皮膚にも変化が

生じる。高齢になると，皮膚の弾力性が失われ

て乾燥し，バリア機能が衰え，外傷からの回復

も遅くなるのに加えて，何かしらの基礎疾患を

有していることが多いため，さらに皮膚トラブ

ルのリスクは高くなる。

　したがって，患者の発達段階，基礎疾患など

の内的要因から皮膚状態をアセスメントするこ

とが必要となる。

皮膚トラブルを起こしやすい 
患者のリスクを最小限に 
するための介入
チェックすべき情報・ポイント
◦患者情報の聴取
　まずは患者・家族から問診でスキン-テアの

既往を聴取する。次いで，全身皮膚を観察し，

スキン-テアが治癒した際に認める特徴的な白

い線状や星状の瘢痕所見がないか観察する。ス

キン-テアのリスクアセスメント（表２）を参

考に，個体要因のリスクアセスメント14項目

のうち１項目でも該当した場合は「個体要因に

おけるリスクあり」と判断し，外力発生要因の

リスクアセスメント９項目のうち１項目でも該

当した場合はスキン-テアの発生と再発を予防

するためのケアが必要となる。

◦注目すべき検査・指標
　栄養状態の指標として，総タンパク（基準

皮膚トラブルを 
起こしやすい

2008年旭川厚生病院手術室配属。2019年手術看護認定看護師資格を取
得。日々の看護実践を通し，手術室看護師の育成支援を行っている。周術期
看護の質向上を目的に「周術期看護リンクナース」を病棟内に配置し，看護
師からのコンサルテーションに日々尽力している。

JA北海道厚生連旭川厚生病院 
手術室　手術看護認定看護師 

渡邊幸裕
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しびれ・麻痺の原因
　術前から患者が抱えるしびれには，内科的な

要因（糖尿病，アルコール性，ビタミンＫ欠乏）

によるもの，脳や中枢神経が原因で起こるも

の，頸椎症性脊髄症・腰部脊柱管狭窄症・腰椎

すべり症のような脊髄の圧迫や神経根の圧迫に

よる脊髄性のもの，手根管症候群・肘部管症候

群に伴うものがあり，これらの神経症状は患者

のADLに影響を及ぼしている。そのほか，周術

期に発生する神経症状としては，橈骨神経麻

痺・腓骨神経麻痺・外側大腿皮神経麻痺など，

手術侵襲や麻酔・術中体位による末梢神経の圧

迫によって起こるしびれがある。

　運動に関連した脳・神経経路は「上位ニュー

ロン」と「下位ニューロン」から成り，何らか

の原因でこの経路が障害されると運動機能障害

が起こる。上位運動ニューロン（錐体路）の障

害を中枢神経麻痺と呼び，原因として脳出血や

脳梗塞が考えられる。一方，下位運動ニューロ

ンの障害である末梢性麻痺は，糖尿病や外傷が

原因となる。なお，運動麻痺は随意的な運動が

できない状態である。

　高齢者は軽い麻痺を自覚していないことがあ

り，運動麻痺によるものを「しびれ」と表現す

ることもある。このことから，感覚異常や麻痺

を適切に評価するためには，術前の患者，そし

て家族からの問診やフィジカルアセスメントが

重要となる。

術前からしびれ・麻痺がある
手術患者のアセスメント
術前のアセスメントポイント
◦しびれ・麻痺のサインを読み取る
　術前訪問や術前外来で小さなサインを見逃さ

ないためには，麻痺のスクリーニング検査を行

うことが有効である。上肢に麻痺があるかはバ

レー徴候テスト（写真１），麻痺の程度や経時

的変化の観察には徒手筋力テスト（MMT）（表

１）を基に判断する。麻痺が疑われる場合は麻

酔科医や主治医へ報告し，より詳細な検査が必

要か検討する。

　脳神経外科の緊急手術の場合，患者の多くに

意識障害がある。家族や救急看護師へ来院時の

状況・詳細を確認すると共に，入室時から麻酔

導入までのわずかな時間で読み取れるサインも

あるため注視する。脳出血には出血部位によっ

て瞳孔所見，運動障害，感覚障害などの特徴が

あるため，理解しておくとよい（表２）。

　術前にしびれや麻痺の程度を確認しておくこ

と，術前にわずかなサインを見逃さず異常を早

期に確認することが，術後の正確な評価，合併

症の予防につながる。

◦検査・画像所見を活用した評価
　脳血管障害が疑われる場合，フィジカルアセ

スメントに加え，CT・MRI検査や脳血管造影

などの画像所見を加えて評価する。CT・MRI検

査によって頭蓋内病変の有無，脊髄病変や脊髄

障害のレベル，病巣の有無を評価できる。脳血

管造影では動脈瘤の位置・大きさ，頸動脈エ

コーでは血管の狭窄を評価できる。

　また，末梢神経の病気が疑われる場合には，

しびれや麻痺がある

2018年東京女子医科大学認定看護師教育センターでの研修を経て，2019
年手術看護認定看護師の資格を取得。同年手術室看護師長就任。現在は
部署内外で日々COVID-19対策やSSI対策に奮闘中。

医療法人おもと会大浜第一病院 
手術室看護師長／手術看護認定看護師 
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症状からアプローチする手術看護アセスメント特集

　現在，日本は超高齢社会である。2025年に

は約700万人が認知症患者になり，65歳以上

の５人に１人が該当すると言われている１）。認

知症とは，「生後いったん正常に発達した種々

の精神機能が慢性的に減退・消失することで，

日常生活・社会生活を営めない状態」２）であり，

主に４つの種類に分類され，特徴的な症状が異

なる（表１）。

　当院でも，近年認知症患者の手術が増加して

おり，苦慮する場面がある。本稿では，認知症

患者が受ける手術を中心として，そのアセスメ

ントと手術看護のポイントを述べる。

患者情報の収集
　手術前には患者の情報を収集する必要があ

る。認知症の患者であっても，本人に直接話を

聞くことは大切である。しかし，認知症の患者

はコミュニケーション能力が低下しており，患

者の思いと表出される言葉や態度が必ずしも

一致しないため，患者からの情報収集だけでは

十分でないことが多い。その上，言語機能も低

下し，自分の状況を語ることが難しくなるた

め，患者の生活を支える人々からも情報を得る

必要がある。

診療録からの情報
　安全に手術を進めるために必要な情報とし

て，認知症特有の症状（詳細は後述する）がど

の程度出ているのかを知る必要がある。主治医

や病棟・外来看護師の診療録，施設からの紹介

であれば看護サマリー，また入院時の認知症ア

セスメントから情報を収集し，入院後の患者の

生活の様子や睡眠状況，食事量を確認し，医療

行為に対する反応や拒否の有無などの情報を

得る。

　当院では，65歳以上の患者に「認知症高齢

者の日常生活自立度判定」（資料）を用いてス

クリーニングを実施している。スクリーニング

の結果，必要と判断されれば認知症ケアチーム

が介入することになっており，より詳細なアセ

スメントにつながっている。

家族からの情報
　患者のことをよく知る家族から，家族だから

知り得る情報をできるだけ得る（例えば，「時

間帯で気分のむらがある」「異性が怖い」「着替

えることが嫌い」「いつも持っているお守りが

ある」など）。

　なお，コロナ禍の現在のように家族が来院で

きない場合は，電話で情報を得ている。

周術期外来からの情報
　当院では周術期外来を実施している。医師や

看護師が，麻酔科医や手術看護認定看護師など

による専門的な評価が必要だと判断した場合，

患者は周術期外来を受診する。周術期外来で手

術看護認定看護師が患者や家族，施設のケアマ

ネジャーから情報を収集し，手術室看護師と共

有する。そうすることで，より早い段階で家族

からの具体的な情報を手術室看護師に発信で

き，より細やかで配慮のあるケアを実施できる

ようにしている。

認知機能が 
低下している

2000年九州大学病院手術室に配属される。その後，個人病院勤
務を経て，2010年に福岡赤十字病院に入職。2019年手術看護
認定看護師の資格を取得する。「手術看護が好きな看護師を増
やす」を目標に日々手術室で奮闘中。

福岡赤十字病院 
手術室　手術看護認定看護師 

　横尾静江
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症状からアプローチする手術看護アセスメント特集

　予定されている通常の手術では，入院支援セ

ンター，各診療科の外来，麻酔科外来，入院病

棟などさまざまな部門を介して情報収集を行い，

ある一定の時間をかけながら手術の準備を行う。

一方，緊急手術（受診後24時間以内に医学的

必要性から緊急で行う手術１））は，病態によっ

て緊急度はさまざまだが，患者の生命や臓器機

能の維持が危機的状況にあるケースが多く，通

常の手術とは異なり，手術決定から手術開始ま

でに迅速な準備が必要である。そのため，患者

の手術に対する身体的・精神的準備が整いにく

いことや，患者背景の情報不足によって，手術

の安全性を高めることが困難な場合もある。

　そこで，本稿では，限られた時間や情報の中

で手術の安全性を高めるべく，緊急手術における

アセスメントと看護介入のポイントを解説する。

緊急手術に潜む危険性
　通常の手術では，あらかじめ手術申し込みが

されており，患者の氏名，およびカルテの情報

から診断名や病状，既往歴などを把握できるだ

けでなく，診察や術前訪問などで事前に患者と

コミュニケーションを図ることで，細かい情報

を得ることもできる。それにより，事前に手術

におけるリスク因子を把握し，手術に向けて休

薬や病状のコントロール，必要物品の準備を行

うことができる。

　しかし，緊急手術では，患者の状況にもよる

が，手術申し込みの時点で診断名以外の情報が

乏しいことが多く，限られた情報の中で準備し

なければならない場合がある。情報収集の機会

が限られている，病状によって意識レベルが低

下しているといった状況が考えられ，十分な情

報がないまま手術に臨まなければならない。患者

の身体的・精神的準備が整いにくいことに加え，

既往歴などの情報を十分に把握できないことで，

手術時のリスクを回避できない可能性がある。

緊急手術時に求められる 
看護介入のポイント

病名から病態や術中のリスク因子を
予測する
　緊急手術でも術前の情報が十分に把握できて

いることもあるが，緊急度が高い場合はそうで

ないことが多い。そのような場合，病名から病

態を推測することや，手術時に考えられるリス

ク因子（詳細は後述）を踏まえた観察が重要で

ある。

　例えば，臓器の穿孔や閉塞，感染に伴う炎症

性疾患の場合は，敗血症を呈している可能性が

ある（表１）。また，臓器の損傷・破裂が疑わ

れる場合は，出血性ショックを呈している可能

性がある。それぞれ，診断基準やバイタルサイ

ンおよび患者の状態や指標を用いて重症度を評

価し（表２），迅速に対応する必要がある２）。

限られた時間の中でできる限り 
情報収集をする
　手術室看護師は，診療科や救急外来から手術

の申し込みを受けると，手術の緊急度に応じた

緊急手術で既往歴 
などが分からない

2005年看護師資格取得。2008年より総合病院釧路赤十字病院に在職，外
科・泌尿器科・口腔外科病棟を経て，手術室に配属。2019年東京女子医科大
学認定看護師教育課程修了，手術看護認定看護師資格取得。北海道DMAT
隊員，日本救急医学会ICLSインストラクター。研修会講師，専門学校の非常
勤講師としても活動中。

総合病院釧路赤十字病院 
手術室　手術看護認定看護師 

　髙橋洋之
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