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　本特集では，メジャーな循環器疾患を取り挙げています。これから迎える季節柄，増えてくる疾患もありますので，十分に
活用していただけたらと思います。
　それぞれの疾患についてはあくまでも一般的な内容ですが，関連図を通して病態と看護支援の可視化をすることで，より分
かりやすく観察のポイントと看護支援のあり方を記載いたしました。
　実際の受け持ち患者に応用される場合は，そのまま使用するのではなく，患者の病態と照らし合わせながら「リッチな情報」
を収集し，現在患者に起こっている症状の原因や要因を理解し，心身の苦痛の緩和や悪化の予防（急変の予期），生活調整な
どに向けた視点の参考にしていただければ幸いです。

プランナー

心筋梗塞の基礎知識
患者の特徴
　心筋梗塞は，心臓の冠動脈が何らかの理由に

より狭窄もしくは閉塞し，組織障害を起こすこ

とで発症します。症状としては「激しい胸痛」

が挙げられますが，近年糖尿病を合併している

患者も多く，胸痛を訴えず「胃の不快感」「胃

痛」などを主訴に来院する患者も増えてきてい

ます。また，働き盛りである壮年期での発症例

も多く，再発予防などの退院指導も重要となっ

てきています。

　一度障害された心臓を抱える患者には，心不

全などを合併しないように生活指導を行うこと

が大切です。反面，入院期間は短縮されていく

一方です。早期から患者の全体像をとらえ，生

活を考慮した指導を行っていくことが重要で

す。本稿では，急性期から患者の全体像をとら

えた情報整理とアセスメント，ケアにつなげら

れるように事例を展開していきます。

初期の症状
　急性心筋梗塞の主な症状は胸痛です。ただの

胸痛ではなく，持続した激しい胸痛が特徴と言

えます。基本的には，20～30分以上持続する

心筋梗塞
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ポイント
●入院当初から患者の生活像をとらえ，退院後
の生活にまで目を向けてケアをする。

●超急性期には，患者の苦痛を最小限に抑えなが
ら全身状態をアセスメントしケアを行う。

●患者だけではなく，家族を含めてケアをして
いく。
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胸痛は危険と言われています。また，安静によ

り改善しない場合も心筋梗塞が疑われます。患

者は，前胸部の痛み・絞扼感を訴えます。

　ほかの症状として，右肩の痛みや歯痛が挙げ

られます。これは，心臓の痛みに関連した神経

が下顎や頸部や肩の神経に隣接しており，痛み

の伝達が起こるためです。右肩や歯の痛みが持

続するが虫歯などの既往がない時には，心筋梗

塞を疑う必要があります。

　また，糖尿病の既往がある患者は神経障

害を伴っているため，胸痛の訴えがはっき

りしない場合があります。高齢者にも多い

ため，胸痛がなくとも顔面蒼白やチアノー

ゼを認める場合は，心筋梗塞を疑って観察

する必要があります。

心筋梗塞を疑ったら何を行うべきか
　「心筋梗塞かもしれない」という症状を

発見した際は，心電図・採血・点滴確保・

心機能評価（超音波・画像診断）が必要と

なります（図１）。救急病院では，プロト

コールを決めて対応を行っている病院もありま

す。当院でもプロトコールを作成し，評価しな

がら運用しています（図２）。これは，確実に，

そして速やかに処置が行えるように示したもの

です。医師や看護師の役割や行うべき処置を時

系列に表現することで，治療までの時間を短縮

することが可能となります。当院では，来院か

ら検査室入室までの時間の短縮につながるとい

【看護のポイント】
速やかなケアが必
要な状況ですが，
患者の不安も強い
状況です。ケアを
黙々と行うのでは
なく，患者へ声を
かけながら状況を
説明し，不安が最
小限になるような
ケアが必要です。

輸液 酸素 胸痛への対応

超音波・画像診断十二誘導 採血

検査

処置

抗血小板薬の投与

■ 図１ 心筋梗塞を疑ったら行うこと
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■ 図２ 心筋梗塞を疑った場合のプロトコール
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う成果が明らかとなっています。

注意すべき検査結果
心電図
　急性心筋梗塞の診断の中で，心電図は虚血部位

を予測する上で重要となります。障害部位によっ

て心電図の変化部位が変わってきます（図３）。

心電図の変化から起こり得る不整脈を想定し，

ケア介入していくことが大切です。急性期には

さまざまなケアをしなければなりません。モニ

ターの音や患者状態の観察など，五感を使った

ケア介入が重要だと言えます。

臨床検査
　採血により，心筋虚血の程度や重症度が分か

ります。また，治療後の経過などを評価するこ

■ 図３ 心電図変化と障害血管・合併症

吉田俊子他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学３循環器，P.135，医学書院，2015.
医療情報科学研究所編：病気がみえる　vol.２　循環器疾患　第１版，P.98，メディックメディア，2003.
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【急性心筋梗塞の心電図変化】

【冠動脈の解剖（AHA分類）】

【STの変化と障害部位】
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ともできます。データの経時的な変化を確認す

ることで，状態をアセスメントすることが可能

となります（表）。必要なデータを経時的に観

察していくことが重要です。

超音波検査
　超音波検査では，心臓の壁運動の変化や心臓

の駆出率が分かります。心筋梗塞による壁運動

の低下やLVEF（左室駆出率）を評価すること

で，血行動態を評価することができます。医師

が行う検査ですが，検査値を理解しておくと，

患者の重症度アセスメントにもつながります。

胸部Ｘ線・CT検査
　胸部のＸ線写真では，心拡大の程度や胸部の

血管陰影などから，心不全の程度をアセスメン

トすることができます。胸部の聴診と共に画像

診断を参考にすると，より患者の胸部の状態を

明らかにすることができます。心筋梗塞により

心臓壁の壊死が起こったことで，左室駆出率の

低下を来し心不全を併発することがあります。

循環動態だけではなく，呼吸状態を含めて観察

する必要があります。また，画像のほか，患者

が示す呼吸音や呼吸回数など基本的な観察も含

めてアセスメントしていくことが大切です。

　急性心筋梗塞と同じように，激しい胸痛を示

す疾患があります。それは，胸部大動脈解離で

す。別の記事で解説していますが，心筋梗塞の

治療である経皮的冠動脈形成術を行う前に否定

しておくことが重要と言われています。Ｘ線写

真上では，縦隔部の拡大が示されることがあり

ます。否定をしっかり行うためには，CTの撮

影が必要です。

急変対応の準備
　心筋の一部が壊死していますので，急変のリ

スクが高まります。患者には無理に動かないよ

う安静の必要性を説明すると共に，今の状況を

説明します。自覚症状があるものの動くことは

できるので，患者は「大丈夫」と動こうとする

ことがあります。安静の必要性を説明しながら

処置を進めていきます。

　また，心電図の変化や胸痛の変化だけではな

く，意識状態の変化に注意し観察を継続してい

きます。前壁や前中隔の心筋梗塞では，心室頻

拍や心室細動を起こしやすく，下壁の心筋梗塞

では徐脈による房室ブロックを起こしやすいた

め，除細動器やペーシングの準備もしておくと

対応が可能です。

身体的側面以外での情報整理
　症状の観察や検査結果などから得た情報だけ

ではなく，患者が現段階で抱えている不安や発

症に至った経過も重要になります。急な痛み・

■ 表 血液データ変化

6.2ng/mL以下
偽陽性もあり

0.01ng/mL未満

２～16IU/Ｌ未満

30～ 250IU/Ｌ

0.3mg/dL以下

4,000～8,000/μL

１～３時間

３～４時間

２～３時間

３～４時間

１～２日

２～３時間

心筋細胞にあるたんぱく物質

筋たんぱく質の一つ。心筋壊死の程度を表す

心筋細胞特有の酵素

平滑筋などにある酵素。心筋酵素だけではな
く，組織障害が疑われる

心筋の壊死により崩壊産物を貪食したサイト
カインを放出し産生される

心筋壊死による反応

５～ 10時間

12～ 18時間

20～ 24時間

４～６時間

３～４日

５～ 10時間

Ｈ-FABP
（心臓由来性脂肪酸結合たんぱく）

トロポニンＴ／トロポニンⅠ

CK
（心筋クレアチンキナーゼ）

CPK
（クレアチンホスホキナーゼ）

CRP（Ｃ反応性たんぱく）

白血球数

血液データ 基準値 数値変化 ピーク 特徴
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治療・入院などさまざまな出来事が起こってい

る中で，患者が置かれている状況やこれから行

われる治療について医師からの説明を依頼する

ことや，生活習慣や社会的背景を基に必要な支

援を早期から多職種と共に行うことが重要で

す。緊急入院であるからこそ，速やかに多職種

がかかわれるよう看護師がリーダーシップをと

ります。

　職業やキーパーソンなどを考慮し，患者に応

じた支援ができるようにしていくことが必要で

す。また，喫煙の有無，既往によって栄養指導

の有無，経済的支援の必要性，家族役割の変化

に伴う生活への支障の有無（介護者である場

合）など，患者がPCIを行っている最中に，家

族から情報収集を行っておくことも重要です。

　なかなか聞くことが難しいかもしれません

が，病気と診断された時の対処方法について確

認しておくと，その患者がどのような対処規制

を持っているかが理解でき，適切な指導につな

がります。そのため，体調が悪い時の対処方法

や，大きなけがや病気になった時の心理的な変

化について情報を整理しておくことが重要で

す。特に，心筋梗塞の予後は経皮的血管形成術

の進歩により回復症例が増えていますが，一度

障害を受けた心筋は元には戻らないため，生活

様式の変化を来します。その理解を深め，指導

していくために，患者のパーソナリティの理解

も深めていく必要があります。

　胸痛が収まると，患者は「これくらい大丈夫」

と無理をしてしまいます。しかし，発症から

48時間経過した時点で，心破裂や心室中隔欠

損などの合併症を起こしやすいと言われていま

す。心機能に合わせた心臓リハビリテーション

の必要性を理解し，ステージごとにリハビリ

テーションが進められるように，患者に合った

指導をチームで進めていく必要があります。

家族へのかかわり
　心筋梗塞の発症年齢は，30代から80代以降

とさまざまな年代で発症します。壮年期の患者

は，治療費や社会復帰など家族も不安が大きく

なります。年代が変わっても，自宅で介護者と

いう役割があったり，頼る人がいなかったり，

さまざまな社会的背景を抱えています。治療と

同時にそのような社会的背景をとらえていくこ

とが必要です。安心して患者が治療に臨めるよ

うに，全人的な理解を深めていくことが重要と

言えます。

急性期から退院に向けての情報収集を行う
　心筋梗塞は，壁の一部が壊死を起こしてしま

うため，治療後の心機能の変化は患者のADLだ

けではなく，QOLにもかかわってきます。高血

圧や糖尿病，動脈硬化を併発している場合に

は，心不全のリスクが高くなり，器質的な心疾

患への進展予防や心不全発症に向けた退院指導

が重要と言えます。そのため，発症前の生活状

況をとらえ，患者の生活に合わせて必要な指導

を計画していく必要があります。

関連図で理解する「心筋梗塞」の
アセスメント＆ケア
　次に，事例を用いて看護を整理してみましょ

う（図４）。

 事例  Ａ氏，60代，女性。
夫と夫の母親の３人暮らし。夫の母親は，脳

梗塞で介護が必要（要介護２）。子どもは息

子が１人で，就職し他県で暮らしている。
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PTSDを起こすリスクが高い

せん妄

心機能の低下
ショックによる多臓器への血流低下
　→消化機能への影響もアセスメントする必要あり

糖尿病，
高血圧に
対する
生活指導

心不全を予防する
ための生活指導

介護の調整
心機能に合わせ負担の軽減

無職。夫の母親の
介護（要介護２）

既往歴
　高血圧
　糖尿病

採血

PCI

VAP

胸の痛み（－）
違和感

胃の不快感

心電図
Ⅱ・Ⅲ・aVF
ST上昇

発症12時間以内
冠動脈の状態を
診断
狭窄血管の治療

トロポニンＴ300
CK-MB600
CPK1,000
WBC12,000
CRP10.2

血圧90／43mmHg
脈拍32回/分
呼吸26回/分
酸素飽和度94回/分

60代，女性
下壁心筋梗塞

無症候性
心筋梗塞

症状に対する
過信・楽観視

チアノーゼ

心原性
ショック

脳血流量の
低下

徐脈性不整脈

LVEFの低下 心機能の維持

呼吸状態の
維持

鎮静化での
管理

VAP予防
口腔ケア
カフ上吸引

呼吸器装着

薬剤投与

輸液ポンプ

シリンジポンプ

IABP

Forrester
分類Ⅳ

心拍出量の低下

心電図にて経時的に
波形の変化に注意

★発症後48時間で心破裂のリスクが
高まるため，胸痛の出現，心電図の
変化，バイタルサインの変化に注意

心機能に合わせた
リハビリテーション

Peakoutを確認
心臓リハビリテーション開始

＃２　100％の狭窄
PCIにて０％へ

再発防止
予防的指導

MSWと共に介護の調整
（ショートステイなど）

入院前の生活を鑑み今後の生活を見据えた
生活指導を他職種と共に計画していく

家族と共に生活習慣の見直しの必要性の理解を促進

なぜ内服をしていなかったか
過信？　確認が必要

指導を行う上で疾患に対する思
いを明らかにしていく必要あり

＃　活動耐性の低下

＃　非効果的自己健康管理

PC　低心拍出量

＃　混乱，不安

介護による負担，
ストレスか？
家族と調整が必要

＃　役割機能の変調

予測されること 起こっていること

アセスメント 看護診断

必要なケア

環境整備

家族と地域包括支援センターの調整

介護者役割を遂行できるか
他職種とカンファレンス

安静保持
治療部の血種の有無
血流障害の有無

早期よりリハビリテー
ションを開始しせん妄
予防に努める

栄養指導
服薬指導

環境整備
早期離床

生活指導
介護を含めた生活を再構築
本人と家族を含め話し合う

血液データの
Peakoutを確認

退
院
に
向
け
た
情
報
収
集
と
ア
セ
ス
メ
ン
ト

維
持
期
に
向
け
た
ケ
ア

回
復
に
向
け
た
ケ
ア

急
性
期
で
の
看
護
介
入
（
発
症
か
ら
24
〜
48
時
間
）

循環動態の維持
※腎機能にも
注意が必要

★急性期では医師と共同しケアを
行うことが多いため共同問題とした

生活面での指導
虚血発作の既往／高血圧・糖尿病の既往／LVEFの低下
→これらのことより心不全発生リスクが上がってし
まっているため

■ 図４ 心筋梗塞の事例の関連図
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既往歴：糖尿病，高血圧（規則的な内服はで

きていない）

現病歴：○月○日昼ごろ，休日であったため

夫と介護を交代し，久しぶりに友人と外食

をした。夕方になり，胸やけがするため休

んでいた。心配した夫が様子を見に行くと

顔面蒼白であったため，不安に思い夜間急

病センターへ受診した。

救急外来～急性期のケア
　チアノーゼと顔面蒼白を認めていることか

ら，ショックが予測されるため，バイタルサイ

ンの測定と共に，全身状態の観察を行っていき

ます。既往歴を確認しながら，血圧の低下と心

電図にてSTの変化を確認し，治療に向けたケ

アを行います。静脈路の確保と採血を看護師が

行いつつ，医師から本人と家族へインフォーム

ド・コンセントを行います。主症状の胸痛が出

現していないため，本人は楽観視しており，介

護が必要な母親のことを心配している様子を認

めました。日中であったため，MSWへ母親の

ショートステイの調整を依頼しました。

　治療に向け検査などが行われる中で，可能で

あれば生活歴などを本人や家族から情報収集し

ていきます。循環動態管理と共に呼吸状態の維

持が必要となるため，IABPの挿入や人工呼吸

器の装着を行います。心不全の程度を見るため

には，Forrester分類（図５）が有効です。こ

こで，循環動態や呼吸状態に注意が向きがちで

すが，低心拍出に伴う腎機能低下や消化管への

血流低下による消化器症状の出現リスクもある

ため，全身を含めた観察を行います。全身をと

らえることを忘れずに，総合的なアセスメント

をしていくことが大切です。

回復に向けたケア
　血液データや心電図の変化から，心機能に合

わせたリハビリテーションが開始されます。本

事例は特に，胸痛症状がなく発症したため，楽

観視しやすいことが挙げられます。早期から治

療の必要性の理解の促進と，今後に向けた生活

指導を行っていくことが重要です。しかし，介

護を行いつつ自己の内服が継続できなかった生

活背景も理解する必要があります。患者の生活

背景をとらえた指導が行えるよう他職種と情報

を共有しながら，チームでのかかわりを行える

ようにしていく必要があります。

　また本事例の場合，今回の虚血発作に加え，

高血圧・糖尿病の既往があることより，心不全

を起こすリスクが高い状況です。そのため，心

機能を意識できるような指導を加える必要があ

り，入院中だけではなく，外来と連携したケア

介入が求められます。患者の性格や背景などを

申し送り，ケアが継続できるようにすることが

大切です。
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■ 図５ Forrester分類

PCWP18

CI2.2
肺うっ血＋
末梢循環不全

Ⅳ末梢循環不全Ⅲ

肺うっ血Ⅱ正常
（ポンプ失調なし）
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