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院 内 に お ける 予 期 せ ぬ 急 変（ 院 内 急 変 ）を
未 然 に防ぐ

急変前の予兆とは？
東邦大学医療センター大森病院 看護師長補佐／急性・重症患者看護専門看護師

病院内における予期せぬ急変

渕本雅昭

Resuscitation， 旧・NRCPR：National Registry
of Cardiopulmonary Arrest）のデータ１，２）より，院

予期せぬ急変とは

内心停止の頻度は１床当たり0.17±0.09回/年とさ

皆さんは“院内急変”と聞いて，どのようなイ

れています。心停止に至る１時間前の主な病態は，

メージを持つでしょうか。
「全く予想がつかなかっ

不整脈，急性呼吸不全，低血圧・ショックが挙げら

た」
「ハイリスクで予想はしていた」「術後順調に経

れます。心停止に至った急変例の心電図初期調律は，

過していたのに…」「トイレで突然倒れていた」「朝

OHCA（Out of Hospital Cadiac Arrest）と異なり，

ラウンドした時に気づいた…」などいろいろなパ

VF/pulseless-VTの占める割合が低いとされていま

ターンや状況などが挙げられると思います。
「ハイ

す。OHCA同様に初期調律がVF/pulseless-VTの場合，

リスクで予想はしていた」は別として，ここでは

転帰が良いことも明らかになっています（表１，
２）
。

「全く予想がつかなかった」「順調に経過していたの

また，発生場所は，ICU48％，一般病床32％，次い

に…」など，偶然・偶発的に生じた急変を「予期せ

で救急外来，検査室となっています。これらの結果

ぬ急変」と称します。
「予期」とは広辞苑で“予め

から，院内急変は，およそ500床の病院であれば年

期待・覚悟すること”と示されています。つまり，

間およそ85件，その内訳としてICUで40件，一般病

『予め覚悟・想定されていなかった急変』とも言え
るでしょう。GWTG-Ｒ（Get With The-Guidelines®-

急性呼吸不全

予期せぬ急変の前兆
予期せぬ急変を『予め覚悟・想定されていなかっ

■表１ 院内心停止の主な原因
不整脈

床・検査室などで45件あるという計算になります。

た急変』と定義しましたが，その主語は我々医療従
事者にあります。なぜならば，心停止１時間前の主な

低血圧・ショック

Peberdy MA, et al：Cardiopulmonary resuscitation of adults in the
hospital：a report of 14720 cardiac arrests from the National
Registry of Cardiopulmonary Resuscitation. Resuscitation 58：
297-308, 2003.から引用，邦訳および改変

病態があったということは，心停止に至るプロセスが
あったはずだからです。心停止１時間前の症状のみな
らず，心停止した患者の70％は８時間以内に呼吸器

■表２ 院内心停止の心電図初期調律と転帰（％）
初期調律

院内心停止患者に占める割合

生存退院率

VF（心室細動）
/pulseless-VT（無脈性心室頻拍）

25％

35％

PEA（無脈性電気活動）

30％

10％

Asystole（心静止）

36％

10％

Peberdy MA, et al：Cardiopulmonary resuscitation of adults in the hospital：a report of 14720 cardiac arrests from the National Registry of Cardiopulmonary
Resuscitation. Resuscitation 58：297-308, 2003.から引用，邦訳および改変
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東邦大学医療センター大森病院救命救急センター，札幌市立大学助教などを経て現職。看護
倫理問題，シミュレーション教育などが得意分野。看護倫理のテーマでは，院内での講義に
加え，学会での交流集会や講演，都内病院・団体での講演など，多くの実績がある。

■表３ 心停止６時間以内に現れる警告的サイン
平均動脈圧：70mmHg以下もしくは130mmHg以上
脈拍数：45回/分以下もしくは125回/分以上
呼吸数：10回/分以下もしくは30回/分以上
胸痛
意識の変容
Franklin C, Mathew J：Developing strategies to prevent in hospital cardiac
arrest：analyzing responses of physicians and nurses in the hours before
the event. Crit Care Med 22：244-247, 1994.から引用，邦訳および改変

■表４ JMECCの主要シナリオ
（心停止への対応〜内科救急から心停止へ）
致死性不整脈（日本救急医学会ICLSコースを基に）
胸痛と急性冠症候群
発熱と敗血症性ショック
急性呼吸不全と気管支喘息
上気道閉塞とアナフィラキシー
意識障害と脳梗塞，薬物中毒

症状の増悪所見を呈しているという報告３）もありま

ていません７，８）。各診療科で術後管理されている状

す。そのほかにも，心停止前に意識レベルの低下，意

態での急変や，救急搬送によりすでに重症管理され

識消失，低酸素，頻呼吸を生じている場合，死亡率と

ている状態での急変，もしくは原疾患による慢性疾

の増加に相関があったとも示されており，さまざまな

患の急性増悪による急変などは，明らかにOHCAと

症状が心停止前の前兆として出現していることが報

は状況が異なります２）。現時点では，院外心停止の

告４）されています。また，Flanklin５）は心停止６時

ガイドラインを院内心停止に当てはめて，院内急変

間以内に現れる警告的サインを示しています（表３）
。

例に適応させて実践および教育されているのが実情

予期せぬ院内急変対応における教育の現状

ではないかと思います。

入院している患者が急変した場合の多くは，医師

日本内科学会では，内科医が心停止のみならず代

や看護師をはじめ，理学療法士や薬剤師といったコ

表的な急病を取り上げて，内科救急診療指針を参照し

メディカルスタッフ，もしくは偶然面会に来ていた

ながら患者の安定化に不可欠な初動アプローチの訓練

家族によって発見されることでしょう。その中でも，

を行う，院内急変の対応コース（JMECC：Japanese

私たち看護師は患者の最も近い場所におり，患者に

Medical Emergency Care Course）が開催されていま

とっても身近な存在であることから，このような事

す８，９）
（表４）。また，患者急変時の第１発見者にな

態に最も多く遭遇する職種６）であり，first responder

る可能性が高い看護師を対象に，“急変への気づき”

になる職種であると考えます。そのため，私たち看

や“応援が到着するまでの救急処置”などの能力向

護師は危機回避ができるよう，日頃より心肺蘇生の

上を目的に，KIDUKIコースも開催されています10）。

トレーニングや，ACLSなどのチームアプローチト

しかしながら，個人のスキルアップと共に，医療安

レーニングを行っています。しかし，院外心停止に

全や病院機能評価の視点からも，Rapid Response

関するデータや論文は示されているものの，入院中

System（RRS）の構築やRapid Response Team（RRT）

の患者や，外来診療のために来院した患者などに発

の設置など，組織的にどのように取り組んでいくか

生した“院内心停止”例に関する知見や対応の報告

が課題となっています。

は少ないのが現状です。
実際に院内発生の心室細動例においては，院内心
停止の原因や心電図の初期調律と転帰からも分かる
ように，病院内に設置されたAEDが院内心停止の救
命に貢献しているか否かは，必ずしも明らかになっ

予期せぬ急変を看護師が
未然に防ぐ
先述したように，私たち看護師は患者に最も近い
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■表５ NEWS

スコア

項目

３

呼吸数

≦８

SpO２

≦91

酸素投与

92 〜 93

１

０

９〜 11

12 〜 20

94 〜 95

≧96

Yes

体温

≦35.0

sBP

≦90

心拍数／脈拍数

≦40

意識状態

２

２

３

21 〜 24

≧25

No
35.1 〜 36.0 36.1 〜 38.0 38.1 〜 39.0

91 〜 100

101 〜 110

111 〜 129

41 〜 50

51 〜 90

≧39.1
≧220

91 〜 110

111 〜 130

Ａ

≧131
Ｖ，Ｐ or Ｕ

Ａ：Alert，Ｖ：response to Verbal，Ｐ：response to Pain，Ｕ：Unresponsive to stimuli

低リスク

スコアの合計が０，もしくは１〜４

中等度リスク

スコアの合計が５〜６，もしくはRed Score（３が１つでもある場合）

高度リスク

スコアの合計が７以上

場所におり，かつ患者にとっても身近な存在である

ないことが重要です（表５）。詳細は別稿でも紹介

ことから，このような事態に遭遇することが最も多

します。

い職種です。また，予期せぬ急変の前には前兆があ

看護師の気づき

ることから，患者の身近な存在である看護師が予期

アメリカの心理学者であるAlbert Mehrabianは，

せぬ急変を未然に防ぐ鍵を握っていると言っても過

人が他人から受け取る情報（感情や態度など）の割

言ではありません。

合に関する研究を行いました。その結果，話す言葉

モニタリング

の内容は７％に過ぎず，残りの93％は顔の表情や

予期せぬ急変の前兆をキャッチするには，何と

声の質によって他人を判断していると述べていま

言ってもバイタルサインのモニタリングを行うこと

す。実際には表情，身だしなみ，そして仕草なども

が重要です。危機的状況にある患者を特定する際の

影響していることでしょう。これは，マレービアン

ツールの一つに，早期警告スコア（NEWS：National

の法則もしくはメラビアンの法則と呼ばれていま

11）
Early Warning Score）
があります。イギリスで開

す。また，人はコミュニケーションを行う時，言葉

発されたNEWSが我が国でも有効か否かを検討しま

を使い，互いの感情や意思を伝え合っています。
「目

した。その結果，我が国においてもNEWSを用いる

は口ほどにものを言う」と言われているように，言

ことで入院患者のリスク層別化が可能となり，入院

葉よりも顔の表情，視線，身振りなどの方が，より

患者の病状変化の早期発見に有効である可能性が示

重要な役割を担っていることがあるともされていま

されました12）。

す13）。つまり，対人において第一印象が重要である

NEWSはバイタルサインに応じたスコア合計を求
め，その値が高いほど急変する可能性が高いことに
なります。バイタルサインに“何か変！
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１

ことが示されています。
では，第一印象とは何か。第一印象とは，人があ

様子がお

る人（たち）に初めて出会った時に知覚した情報

かしい”という勘を加味したものでもあり，院内心

（服装，顔つき，表情，仕草，話し方など）に基づ

停止の減少に有用なツールであることが報告されて

いて形成したその人の部分的あるいは全体的な像

います。NEWSの中でも呼吸数の変調は，急性疾患

（心象）14）と言われています。いわゆる“パッと見

のpowerful signとされており，呼吸の観察を怠ら

て”どう思ったか，推理・考察など論理的思考によ
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らず感覚的に物事の真相を瞬時に感じたことと定義
される「直感」に近いものと言えるかもしれません。
“いつもと違う”
“何か変”と外観から感じとる，察
することが，急変を未然に防ぐ第一歩となるかもし
れません。
予期せぬ急変をした心停止患者の半数以上が，急
変の６～８時間前には意識・呼吸・循環に何らかの
サインが出現していると前述しました。つまり，早
期に対応することで，予期せぬ急変を未然に防ぐこ
とが可能かもしれません。バイタルサインの異常は
客観的な指標になりますが，ベッドサイドで患者の
ことをよく知っている看護師の“勘”も大きな判断
ツールになります。実際に，看護師の主観的指標が
生命に直結するバイタルサインの異常をとらえてい
たと報告15）されています。看護師が，
「異常（何か
変，いつもと様子がおかしいなど）
」にいつ，どの
程度，何を，どのようにとらえることができるかが
鍵を握っていると言っても過言ではありません。

まとめ
本稿では，予期せぬ急変とは何か，どのような前
兆があるのか，予期せぬ急変を未然に防ぐためには
どうしたらよいかなどを紹介・解説しました。予期
せぬ急変において看護師がどのように寄与できるの
か，そして予期せぬ急変を未然に防ぐためには，看
護師の観察技術をはじめ“気づき”や“勘”という
ものも重要であると考えます。しかし，看護師１人
の力では当然限界があり，組織的なチームアプロー

２）Peberdy MA, et al：Cardiopulmonary resuscitation of
adults in the hospital：a report of 14720 cardiac arrests
from the National Registry of Cardiopulmonary Resuscitation.
Resuscitation 58：297-308, 2003.
３）Schein RM, et al. Clinical antecedents to in-hospital
cardiopulmonary arrest. Chest.1388-1392,1990.
４）Buist M, et al：Association between clinically abnormal
observations and subsequent in-hospital mortality.
Resuscitation. 62（2）
：137-141, 2004.
５）Franklin C, Mathew J：Developing strategies to prevent
in hospital cardiac arrest：analyzing responses of physicians
and nurses in the hours before the event. Crit Care Med
22：244-247, 1994.
６）本行祥子他：当院における院内救急対策小委員会の取
り組みと今後の課題―心肺停止症例の分析，日赤医学，
Vol.63，No.２，P.382 ～386，2012.
７）Chan PS, et al：Hospital variation in time to defibrillation
after in-hospital cardiac arrest. Arch Intern Med 169：12651273, 2009.
８）鈴木昌：院内心停止に関する最新の知見から，日本内
科学会雑誌，Vol.101，No.７，P.2078 ～2084，2017.
９）一般社団法人日本内科学会JMECCホームページ
http://jmecc.net（2019年８月閲覧）
10）日本医療教授システム学会監修，池上敬一，浅香えみ
子編著：患者急変対応コースfor Nursesガイドブック，中
山書店，2008.
11）Royal College of Physiciansホ ー ム ペ ー ジ：National
Early Warning Score（NEWS）２.
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nationalearly-warning-score-news.（2019年８月閲覧）
12） 安 宅 一 晃： 迅 速 対 応 シ ス テ ム の 概 念 と 定 義，ICUと
CCU，Vol.40，No.４，P.251 ～256，2016.
13）高橋正臣監修，秋山俊夫他編：人間関係の心理と臨床，
P.22，北大路書房，1995.
14）Asch, S. E., Forming Impressions on Personality, Journal
of Abnormal and Social Psychology, 1946, Vol.41, pp258290.
15）小池朋孝他：本邦で院内救急体制（RRS）を普及する
際の障壁とその解決策，Journal of Japanese Association
for Acute Medicine，Vol.28，Issue.６，P.219 ～229，2017.
16）渕本雅昭他：Ａ病院におけるRSSの取り組みの実際～予
期せぬ集中治療管理を必要とした症例を振り返って～，
日本救急医学会関東地方会雑誌，Vol.37，No.１，P.97，
2016.

チが必要不可欠でもあります。次稿以降は，小児や
高齢者の予期せぬ急変を紹介し，予期せぬ急変を未
然に防ぐ取り組みやシステム，教育，ツールなどを
紹介・解説します。
引用・参考文献
１）American Heart Associationホ ー ム ペ ー ジ：Get With
The Guidelines®-Resuscitation.
https://www.heart.org/en/professional/quality-improvement/
get-with-the-guidelines/get-with-the-guidelines-resuscitation
（2019年８月閲覧）
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事例でわかる！ 輸液管 理 のピットフォー ル 〜安 全 確 実な操 作と観 察ポイント

脳浮腫の輸液管理と
ピットフォール

独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター
救命救急センター
診療看護師 JNP（Japanese Nurse Practitioner）

藤岡

純

2007年国立療養所西札幌病院附属看護学校（現・独立行政法人国立病院機構北
海道医療センター附属札幌看護学校）卒業後，札幌東徳洲会病院（ICU），国立病
院機構北海道医療センター（救命救急センター，ICU）勤務を経て，2016年東京
医 療 保 健 大 学 大 学 院 看 護 学 研 究 科 高 度 実 践 看 護コースを 修 了し，診 療 看 護 師
（JNP）として北海道医療センターに復職後，救急科，循環器内科，外科，心臓血管
外科，脳外科，形成外科，麻酔科，放射線科とローテーションし診療に参加。
保有資格：日本DMAT，北海道DMAT，エマルゴベーシックインストラクター
所属学会：日本NP学会，日本災害医学会

ポイント
・過度な水制限，不適切な輸液は行わない。

残り，入院治療を余儀なくされ，社会復帰を阻害す

・浸透圧利尿薬はナトリウム負荷が生じ，心機
能，腎機能，血糖値，電解質の異常を助長する。

る原因となっている。このように，脳卒中は今なお

・浸透利尿薬投与後は脳浮腫増悪（リバウンド
現象）に注意。

日本人の極めて重要な国民病とも言える疾患であ

・体重測定とCVP測定は大事。

言っても疾患は多岐にわたりますが，本稿では脳血

・血糖異常，低栄養状態は脳卒中の予後不良
因子である。

管疾患・脳卒中に起因する脳浮腫について取り上げ

る」２）と記述されています。脳血管疾患・脳卒中と

ます。

・重症外傷では，大量輸液後に脳浮腫が顕在
化することがあるため，ベッドサイドでのこ
まめな神経診察が重要。

脳浮腫のメカニズム

・ルートトラブル（抜針，閉塞，静脈炎）に注意
する。

脳浮腫は血液脳関門（blood-brain barrier：BBB）

・バイタルサイン，神経所見，In・Outバランス，
電解質，アルブミン，血糖値，Hb，ナトリウム
値に目を向ける。

（ 図１）の破綻により発生します。病態としては，
脳組織の水分量が増加し，脳組織の容積が増大して
いる状態です。浮腫とは細胞間隙に水分が貯留して
いる状態を言いますが，脳浮腫では細胞間隙のみな

現代の日本人の死亡原因は，2018年度の厚生労

らず，細胞内に水分が貯留した場合も含めて浮腫と

働省の調査によると，第１位が悪性新生物（腫瘍）
で37万3,547人（死亡率〈人口10万対〉
は300.7）
，第２位が心疾患（高血圧性
を除く）で20万8,210人（同167.6）
，第

言います。

図１ 脳の毛細血管（Ａ）と他臓器の毛細血管（Ｂ）の形態の差異
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３ 位 が 老 衰 で10万9,606人（ 同88.2），

■

第４位が脳血管疾患で10万8,165人（同
87.1）となっています 。『脳卒中治療
１）

ガイドライン2015』の序文でも，「脳卒
中死亡は激減した。しかし，入院受療率

脳側

は が ん の1.5倍， 心 臓 病 の3.5倍 に の ぼ

基底膜

る。さらに，寝たきりや認知症の原因の
第一位である。脳卒中による死亡は減っ
たものの，罹患すればさまざまな症状が

pinocytotic
vesicles
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脳の毛細血管は，血管の周りが基底膜とグリア細胞（astrocytic end
foot）で覆われており，血管からの有害物質や余分な水分が脳に到達
しないように守られている（＝血液脳関門）
。
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血液脳関門（blood-brain barrier：BBB）とは
血液脳関門は脳組織だけに見られる特徴的な機能構造体で，血液中の物質が自由に脳組織内へ移行するのを
制御している。他臓器の毛細血管と異なり，脳の毛細血管内皮細胞の特徴として，細胞間がtight junctionで
結合しているため細胞間隙を物質が通過できないこと，pinocytotic vesicle（飲食性小胞）が少なく細胞内輸
送が制限されていること，有窓血管ではないことなどが挙げられる。これらの内皮細胞の特徴に加え，内皮細
胞の外側面には連続した基底膜が存在し，これに接して血管周囲神経膠終末（perivascular glial end foot）が
内皮細胞を被っており，血液脳関門の機能構造体を形成している。
脳組織内でも血液脳関門が存在しない部位がある。そのような部位として，①松果体，②下垂体後葉，③視
床下部正中隆起（median eminence），④最後野（area postrema），⑤終板血管器官（視索上核），⑥脳弓下器
官，および⑦脈絡叢の毛細血管がある。これらのうち，①～⑥は脳室周囲器官と呼ばれ，脳室系の正中線上に
位置し，神経ペプチドの輸送など特殊な機能に携わっている（なお，下垂体前葉は神経組織ではないため，血
液脳関門もない）
。
表１ 脳浮腫の種類

そのメカニズムは，大きく次の３つに

種類

分類されます（表１）。

原因疾患

メカニズム

血管性脳浮腫
脳毛細血管の透過
（vasogenic edema） 性亢進

脳虚血・脳梗塞，脳出血，
脳挫傷，脳腫瘍など

神経細胞やグリア
細胞の細胞膜障害
による細胞膨化

脳虚血・脳梗塞（急性期）
，
低酸素 脳 症，中 毒（鉛，
一酸化炭素），糖尿病性
ケトアシドーシス，肝性
昏睡，尿毒症

細胞毒性脳浮腫
（cytotoxic edema）

間質性脳浮腫
髄液の脳組織間質
（interstitial edema） への移行貯留

水頭症

①血管性浮腫
（vasogenic edema）
血液脳関門が破綻し（図２），毛細血
管の透過性が亢進することにより，水，
アルブミンなどの血漿成分が細胞間隙に
漏出し発生します。原因には，脳虚血・
脳梗塞，脳出血，脳挫傷，脳腫瘍などが

生塩之敬，種子田護，山田和雄編：ニュースタンダード脳神経外科学 第４版，
P.66，三輪書店，2017.より引用，一部改編

挙げられます。脳虚血・脳梗塞は，毛細
血管の虚血性損傷による血液脳関門の破

図２ 血液脳関門が破綻した状態の模式図

綻に起因します。脳出血，脳挫傷は，障

血液脳関門の
破綻

害部位での毛細血管機能の破綻と低灌流による毛細

グリア細胞
がない！！

血管の虚血性変化に起因します。脳腫瘍は，血液脳
関門が一部破綻した新生血管からの漏出と血管内皮
増殖因子（vascular endothelial growth factor：VEGF）
などの血管透過性亢進因子により発生します。

②細胞毒性脳浮腫（cytotoxic edema）
細胞毒や代謝障害により神経細胞や血管内皮細胞
の細胞膜イオンポンプが障害され，細胞内にナトリ
ウムと水が増加することで発生します。原因は，脳
虚血・脳梗塞（急性期），低酸素脳症，中毒（鉛，
一酸化炭素），糖尿病性ケトアシドーシス，肝性昏
脳の毛細血管の周囲のグリア細胞が何らかの障害によりな
くなってしまった状態（＝血液脳関門が破綻）
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睡，尿毒症などです。

➡続きは本誌をご覧ください

