
特集1 怖い，難しいを解消！ 救急場面の必須手技と介助のポイント

けでなく，患者の恐怖や不安の緩和にも努めなけれ

ばなりません。

　腰椎穿刺は，採血や心電図と違い特殊な検査で

す。「使用物品が特殊だし，検査の方法や流れが分

からない」「検査中の患者の体勢が実はよく分かっ

ていない」「患者に何て声をかけたらいいんだろう」

「検査後の合併症を見逃してしまうかも…」など，

不安や心配はありませんか。本稿では，いざという

場面で慌てず，スムーズな介助につなげられるよ

う，介助の方法だけでなく，患者への声かけについ

ても手技の流れに沿って紹介します。

腰椎穿刺とは

　腰椎穿刺は，腰椎くも膜下腔への穿刺により，脳

脊髄液の採取や脊髄圧の測定などを目的に行われま

す（表１）。救急外来では，髄膜炎の診断を目的と
して腰椎穿刺が施行されることが多くあります。髄

膜炎は血液検査で見分けることができないため，髄

膜炎の診断には腰椎穿刺による髄液検査が極めて重

要になります。

　看護師は，どのような検査でもその目的を十分に

理解しておく必要があります。特に侵襲性の高い

検査では，患者の安全を守るために，そのリスク

も理解した上で検査に臨むことが求められます（表
２）。どのような検査なのか，何のために行うのか
を知り，検査の介助に臨みましょう。

　救急の現場では日々さまざまな検査や処置が行わ

れており，突然経験のない処置が必要となる場面も

あります。その中でも，腰椎穿刺は患者にとって高

侵襲の検査の一つであり，安全な検査のためには介

助する看護師の役割が重要です。初めての検査で

は，患者の恐怖や不安は強く，とても緊張していま

す。看護師はスムーズに検査が進むよう介助するだ

必須手技②　腰椎穿刺
国際医療福祉大学病院 診療看護師

野中美和
東北文化学園大学大学院（NP養成コース）卒業。国際医療福祉大学病院入職。

ポイント

腰椎穿刺の目的を理解して介助に臨む。

事前の準備がスムーズな検査につながる。

成功のカギは患者の体勢保持。

こまめな声かけで患者の恐怖や不安を和らげる。

合併症を理解し，患者の状態変化を見逃さない。

•脊髄液の採取　

•中枢神経系疾患や髄膜の疾患の診断

•髄液排液による減圧，薬物の髄腔内注入治療

■表１ 腰椎穿刺の目的

•穿刺部位の感染や病変がある
穿刺部位からくも膜下腔へ細菌感染の危険性
があるため

•著明な頭蓋内圧亢進が疑われる状態
脳ヘルニアを誘発する危険性があるため

•出血傾向

■表２ 腰椎穿刺の禁忌
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検査の準備 
〜確実な準備でスムーズな検査を！

検査のオリエンテーションを行う
　医師からの説明の後，改めて分からないことや理

解できなかったことを補足し，再度必要性を説明し

て，検査の同意を得ます。

　検査を受ける患者は，検査の手順やかかる時間，

どのように行うのか，どれくらい痛いのかなど，恐

怖と不安でいっぱいです。事前に具体的なオリエン

テーションを十分に行い，未知の検査で不安な患者

に安心感を与えられるような環境を整えましょう

（表３）。
　オリエンテーションの後は，分からないことはな

いか，心配なことはないか確認し，検査前にはトイ

レを済ませておくことを再度伝えておきましょう。

必要物品を準備する（表４）
　検査がスムーズに進むか進まないかは，事前に必

要物品が準備されているか，いないかで大きく違い

ます。検査を始める段階で清潔区域にすべて準備し

ておくと，後から「○○がないじゃないか。早く

持ってきて！」と医師に急かされ，右往左往するこ

ともありません。検査中もゆとりを持って介助がで

き，患者への気配りにも集中できます。いざという

時に慌てず対処できるよう，普段から物品の場所を

確認・把握しておくとよいでしょう。

患者の状態を把握する
　検査が始まる前に，患者のバイタルサイン，血液

検査の結果や感染症の有無，アレルギーの有無を確

認し，状態を把握します。そのほかにも，検査中の

体勢に耐え得るか，腰痛や関節痛，頸部痛の有無な

ど，事前に体勢に関連する情報を収集しておきま

す。特に高齢者では，穿刺の体勢を取るのが困難な

場合もあるため，バイタルサインだけでなく，身体

を細かくチェックしましょう。

体勢を整える 
〜正しい姿勢は成功のカギ！
　腰椎穿刺で最も重要なのは患者の体勢です。体勢

の良しあしは検査の成功率に影響し，介助する看護

師の役割も大きくなります。ベストな体勢の保持

は，検査をスムーズに進め，患者の負担軽減につな

がります。

　体勢を整える手順は次のとおりです。

□検査前は飲食禁止
□検査をする目的・方法
□検査にかかる時間の目安
□穿刺部位と痛み，穿刺時の圧迫感
□検査中の体勢
側臥位になり，両手で両膝を抱えてえびのよう
な体勢になる

□検査中の注意点
突然動かない，咳嗽をしないなど。自分で動か
ず，声に出して伝える

□検査後は枕を外して仰臥位で２時間程度安静に
する

□検査終了後１～２時間は飲食を避ける
□検査の前に排尿を済ませておく

■表３ 検査前オリエンテーションの内容

・ルンバールセット：スパイナル針，検圧管（マ
ノメーター），三方活栓
・注射針（18Ｇ，23Ｇ）　　・注射器
・滅菌スピッツ（２～３本）
・局所麻酔薬（１％キシロカインまたは１％カル
ボカイン）
・消毒液（イソジン液）
・消毒器具（綿球，摂子）　　・滅菌ガーゼ
・滅菌穴あきドレープ　 　　・絆創膏
・滅菌手袋　　・未滅菌手袋，マスク
・油性ペン

■表４ 必要物品
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　看護師は，患者の身体に手を添えて，体勢の保持

に努めます。体勢保持のために常に支えが必要な場

合は，看護師２人で役割分担して介助を行います。

また，身体を露出するため，バスタオルなどを使い，

保温や羞恥心に配慮しましょう。

　患者の体勢を整えたら，周囲の環境を整えます。

医師が穿刺しやすいよう，いすの準備，ベッドの高

さや照明の調整を行います。

穿刺の手技と介助 
〜こまめな声かけで患者に安心感を！

　体勢が整い準備ができたら，医師による穿刺が始

まります。

　腰椎穿刺は，感染予防のため無菌操作で行う検査

です。医師は滅菌手袋やマスク，キャップを装着，

看護師は未滅菌手袋，マスクを装着し，感染予防に

努めます。万が一，清潔区域が汚染された場合は，

また初めからやり直しとなり，患者に大きな負担を

かけてしまうことになります。常に清潔・不潔を意

識し，慎重に介助しましょう。

　穿刺開始時には，背面での操作，慣れない体勢，

痛みに対する恐怖や不安で，患者は緊張状態です。

一つひとつの動作のたびに声かけを行い，緊張を和

らげるように努めます。

　穿刺の手順は次のとおりです。

①患者に側臥位になってもらい，背中をベッドの端から５cm程度の位置に移動してもらう。

②ズボンと下着を尾骨の辺りまで下ろし，腰部を露出する。

③両膝を深く曲げて腹部につけ，両手で両膝を抱えてもらい，やや前かがみになって背中を丸めてもらう。この時，
背中が地面と垂直になるようにする。

おへそを見るように首を曲げて，膝を抱え
るようにしてください
えびのように身体を丸めます
あごは胸につけるようにしましょう
おなかをへこませて，背中を突き出すよう
にしてください

体勢はつらくないですか？
痛みはありませんか？

声かけ
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①医師が穿刺部の消毒をする。
・イソジン液で背部から尾骨付近まで消毒する。
・消毒後は滅菌穴あきドレープで穿刺部位を覆う。

②清潔区域に物品を準備する。
清潔操作で処置台の上に滅菌ドレープを広げ，清潔野に物品を準備する。

③医師が局所麻酔を行う。
・看護師が局所麻酔薬のアンプルをカットし，医師が清潔操作で麻酔薬を吸う。
　看護師はアンプルを傾け，医師が吸い上げやすいように介助する。
・患者からは見えない背面での操作のため，声かけを行い不安の軽減に努める。

④医師が穿刺針を刺入する。
・穿刺中は危険なため動かないように説明し，身体を支える。
・背中が地面に対して垂直でなくなると穿刺はなかなかうまくいかないため注意する。

・患者の状態に変化がないか観察する。

※穿刺の体勢を取っている間は患者の表情がよく見えません。体勢ばかりに気を取られていると，患者の異常に
気づくのが遅れることがあります。声かけをこまめに行うと共に，患者の表情や顔色，身体の力の入り具合を
意識して観察することも大切です。

背中に麻酔をするので少しチクッとします
初めは少し痛みますが，麻酔が効いてきたら痛みは治まりますので，大丈夫ですよ

痛みがある時は動かずに教えてください
少し押される感じがしますが大丈夫ですよ
足にビリッとした痛みはありませんか？

体勢がつらかったり，痛みがあったりする時は，自分で動かずにすぐに教えてください

消毒をするので，少し
ひやっとします

〈局所麻酔薬によるアナフィラキシーショックに注意!!〉
　　アレルギーの有無を事前に確認していても，まれに局所麻酔薬でアナフィラキシーショックが出現する場
合があります。医師が局所麻酔を行った後は，患者のバイタルサインや状態に変化がないか注意深く観察す
る必要があります。

〈局所麻酔時の観察ポイント〉
　　ショック症状，呼吸困難，喘鳴，動悸，意識レベルの変化，けいれん，嘔気・嘔吐，蕁麻疹の有無など

〈観察ポイント〉
・バイタルサインは安定しているか。 ・下肢の痛み・しびれはないか。
・意識レベルの変化はないか。 ・表情に変化はないか。
・頭痛，嘔気・嘔吐は出現してないか。

〈腰椎穿刺の部位〉
　左右腸骨稜上縁を結ぶ線（ヤコビー線）が交差する
脊柱の第４腰椎を目安に，第３～４または第４～５
の腰椎間腔から穿刺を行います。

ヤコビー線

脊柱

声かけ

声かけ

声かけ
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特集 2 実践に活かすケーススタディ 術後患者の異変に“気づき”“対応”する力

を認めた症例は28.3％，一過性に脳血管攣縮によ

る神経脱落所見を認めた症例は12.7％，永続的に

脳血管攣縮による神経脱落症状を認めた症例は

7.0％であった１）とされています。

●原因
　脳血管攣縮は，くも膜下出血による血腫から放出

されたさまざまな血管収縮物質が細胞内情報伝達系

を介して血管を収縮させます。また，メカニズムは

十分に分かっていませんが，カルシウムも血管収縮

の要因であるとされています。細胞外のカルシウム

濃度は細胞内の濃度より１万～10万倍高く，脳血

管攣縮は細胞外から細胞内にカルシウムが継続して

流入することによって起こると考えられています。

くも膜下出血後の脳血管攣縮の予防

　くも膜下出血後の脳血管攣縮の予防についての基

本的な考え方は，①脳血管攣縮を引き起こすとされ

る血腫を除去する，②脳血管を広げる・狭窄しにく

くするの２つに分けられます。

①脳血管攣縮を引き起こすとされる血腫を
除去する

　前述したように脳血管攣縮は，くも膜下腔に存在

する血管と血腫から放出された物質との反応で生じ

ると考えられているため，血腫自体をできるだけ手

術で取り除く必要があります。ほかに，脳室や脳槽

にドレーンを留置して髄液と共に排液する方法や，

くも膜下出血後の 
脳血管攣縮の病態生理

●くも膜下出血後に脳血管攣縮が起こる
メカニズム

　脳は外側から硬膜，くも膜，軟膜の順に包まれて

います。くも膜下出血は，くも膜と軟膜の間のくも

膜下腔に存在する脳表面の動脈から出血し，くも膜

下腔内に血液が流出した状態です。くも膜下出血は

脳動脈瘤からの出血であることが多く，再出血を防

ぐには手術が必要になります。手術後は，脳血管攣

縮，正常圧水頭症という２つの合併症に注意する必

要があります。今回はそのうちの１つである脳血管

攣縮について考えていきたいと思います。

　脳血管攣縮とは，くも膜下出血発症後に引き起こ

される脳血管の狭窄のことを言い，くも膜下出血発

症後４～14日に発生しやすくなります。脳血管が

狭窄すると脳の血流が低下してしまい，脳梗塞とな

ると脳に不可逆的なダメージを負ってしまいます。

脳梗塞を合併してしまうと患者のADLさらにはQOL

も低下してしまいますので，脳梗塞に至る前の予防

治療，異常を早期に発見し対応することが重要で

す。そのため，24時間患者のそばにいる看護師の

役割は非常に大きいと考えられます。

　『脳卒中データバンク2015』によると，画像上

（脳血管撮影，３D-CTA，MRAなど）で脳血管攣縮

ケース⑤くも膜下出血後のスパズム（脳血管攣縮）管理

札幌禎心会病院 係長 
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 

黒沢侑司

2007年社会医療法人札幌禎心会病院入職，2013年国立障害者リハビリテー
ションセンター学院脳卒中リハビリテーション看護認定看護師教育課程修了。
2013年脳卒中リハビリテーション看護認定看護師資格取得。2017年より日本脳
神経看護研究学会北海道地方部会副会長，日本脳神経看護研究学会認定看護師活
動推進委員会委員を務める。

ポイント
・脳血管攣縮の好発時期は，患者の微妙な
変化に注意する。
・くも膜下出血後は，水分出納バランスの
変化から病態を予測して観察する。
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脳槽灌流といって一定量の洗浄液を持続的に注入し

て頭蓋内の血腫を洗い流すという方法が用いられる

こともあります。

②脳血管を広げる・狭窄しにくくする
　現在日本で承認され，脳血管攣縮に対して使用す

ることが推奨されている薬剤には「ファスジル塩酸

塩」と「オザグレルナトリウム」の２つがあります。

　“ファスジル塩酸塩”は，筋肉を収縮させるたんぱ

く質の化学反応を予防する薬剤で，“オザグレルナ

トリウム”はTXA２という血管収縮物質の合成を阻

害する薬剤であり，それぞれの作用から血管攣縮を

予防します。

　ほかに，脳循環の改善を目的として，循環血液量

増加（hypervolemia），人為的高血圧（hypertension），

血液希釈（hemodilution）の３つの頭文字Ｈをとっ

たtriple（トリプル）Ｈ療法や，循環血液量を正常に

保ち心機能を増強させるhyperdynamic療法があり

ます。『脳卒中治療ガイドライン2015［追補2017］』

では，「遅発性脳血管攣縮と診断された場合，triple 

H療法を考慮しても良い（グレードＣ１）。代わりに

循環血液量を正常に保ち，心機能を増強させるhyper-

dynamic療法を考慮しても良い（グレードＣ１）」２）

とされています。しかし，「遅発性脳血管攣縮発症

前のtriple H療法は，科学的根拠がないので勧めら

れない（グレードＣ２）」２）とされています（表１）。

くも膜下出血後の脳血管攣縮の治療

　脳血管攣縮のスクリーニングはMRAで行われる

ことが多く，血管の狭窄の有無や末梢血管の抽出の

状況を比較します。前記の予防治療を実施している

にもかかわらず脳の虚血症状が出現し，MRAでも

血管の狭窄が認められれば，血管内治療が検討され

ます。具体的な方法は，血管拡張薬の選択的動注療

法や経皮的血管形成術があります。血管拡張薬の動

注療法は，脳血管攣縮を起こした血管に直接作用す

る薬物を注入し，血管を拡張させます。経皮的血管

形成術は，脳血管攣縮が起こった血管に挿入したバ

ルーンカテーテルを膨らませて狭窄または閉塞した

血管の内壁を押し広げることで血管を拡張させる治

療です。

　共に侵襲とリスクが高い治療であり，予防治療で

防ぐことができなかった場合に対して行われます。

この治療が選択される際は，すでに脳の虚血症状が

出現している場合がほとんどであるため，脳細胞の

不可逆的な変化を来すまでの限られた時間の中で行

われます。つまり，治療は時間との勝負になること

を念頭に置き，医師と連携してスムーズに治療が行

えるようにする必要があります。

脳血管攣縮好発時期に考慮したい
身体の変化

　くも膜下出血の術後は，低ナトリウム血症を来す

場合があります。その原因として，次の２つが挙げ

られます。原因によって対応が変わりますので，尿

量，尿中のナトリウム排泄量，尿比重や尿浸透圧を

観察していく必要があります。

●抗利尿ホルモン分泌不適合症候群
（SIADH）

　抗利尿ホルモンは，視床下部から分泌され，腎臓

に働きかけ水分の再吸収を促進する作用がありま

す。このホルモンが過剰に分泌されると，水分の再

吸収が促進され，尿量が減少して体内に水分が貯留

することで血中のナトリウムが相対的に低下した状

態になります。体内のナトリウム量が減少している

訳ではないため，体に入るナトリウムと水分の量を

行うよう強く勧められる

行うよう勧められる

行うことを考慮しても良いが，十分な科
学的根拠がない

科学的根拠がないので，勧められない

行わないよう勧められる

推奨グレード 内容

A

B

C１

C２

D

表１ 脳卒中治療ガイドラインの推奨グレード
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制限し，尿量を確保するための治療が開始されます。

●中枢性塩類喪失症候群（CSWS）
　尿中のナトリウム排泄が何らかの原因で亢進して

しまうことで，細胞外液が減少し，脱水と低ナトリ

ウム血症となってしまいます。体内のナトリウム量

が減少しているため，対症療法としてナトリウムの

補充を行います。また，脱水となっているため，必

要な輸液管理が行われます。

くも膜下出血後の脳血管攣縮による症状，
ベッドサイドでの状態変化にどう気づくか

●患者の全身状態の観察のポイント
①意識レベルなどの神経所見の変化を観察する

②水分出納のバランスを観察する

●状態変化のとらえ方
　脳血管攣縮によって生じる症状は，血管が攣縮し

脳が虚血状態になる部位によって変わります。脳血

管攣縮は，くも膜下出血による血腫が作用すると考

えられているため，血腫の厚い部分で起こすことが

多いと考えられます。例えば，左の中大脳動脈瘤の

破裂でその領域に血腫があれば，右手足の麻痺や失

語が生じる可能性に注意して観察します（図）。

ABCの異常：Ａ（気道），Ｂ（呼吸），Ｃ（循環）が

不安定であれば，神経所見は影響を受け変動して

しまいます。手術による気道や呼吸の問題はない

か，鎮静剤・鎮痛剤の使用状況などから，呼吸回

数やリズム，SpO２モニターの値を注意深く観察

する必要があります。循環の評価は，心電図モニ

ターを装着してモニタリングし，血圧の推移を観

察します。くも膜下出血後は，タコつぼ心筋症の

合併や極度のストレスから不整脈が出現すること

があるため，心電図波形に注意して観察する必要

があります。

意識レベル：麻酔からの覚醒状況やその後の変化を

確認し，急な変化がないか観察する必要がありま

す。急激な意識レベルの変化は，明らかな異常と

して把握することができますが，脳血管攣縮のた

め脳の血流が低下すると，傾眠傾向となる場合が

あり，夜間や寝起きは時間帯による変化なのか注

意深く観察する必要があります。

そのほかの神経所見：脳血管攣縮による脳虚血が軽

度であれば，はっきりとした症状に現れないこと

もあります。勤務交替で観察する目が変わると軽

微な変化を見逃してしまう場合もあるため，交替

前の勤務者と手足の動きの様子は変わらないかな

ど交替時に情報共有することが重要となります。

水分出納バランス：急激な頭蓋内の環境変化による

尾状核頭部

淡蒼球
レンズ核

被殻

前大脳動脈の灌流領域
中大脳動脈の灌流領域
中大脳動脈の枝であるレンズ核線条体動脈の
灌流領域

後大脳動脈の灌流領域
後大脳動脈の枝である視床穿通動脈の
灌流領域
前脈絡叢動脈の灌流領域

視床

言葉が出ない

言葉が分からない

対側の
片麻痺

図 大脳の血管支配
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ホルモン異常から，電解質異常や尿量の変化が生

じやすい状況になります。尿量の低下から体液量

が増加すると，心臓に負荷をかけてしまうことに

なります。逆に，尿量が増加し体液量が減少して

しまうと脳血管攣縮による脳虚血を悪化させてし

まう可能性があるため，点滴や水分摂取，尿量や

不感蒸泄の変化など注意深く観察していく必要が

あります。

 ケーススタディ 

くも膜下出血患者のケア

Ａ氏，60代

既往：関節リウマチ

経過：自宅で倒れている所を発見して救急搬入とな

る。前交通動脈に5.7mmの動脈瘤が発見され，

同日に開頭クリッピング術が施行された。

①看護問題
　＃１：脳血管攣縮による脳虚血発作を生じる可能

性がある

　＃２：急性混乱

　＃３：転倒転落リスク状態

　＃４：急な発症から手術，状態変化に対する家族

の不安がある

②看護計画
　表２に示します。

③経過と看護（表３）
 手術当日  

　手術後は意識レベルGCS13（E３V４M６）点と

なり，明らかな麻痺を認めませんでした。術後再出

血や全身麻酔によるバイタルサインの変化や神経学

的所見の変化に注意して観察を行いました。脳血管

攣縮予防に手術直後からニカルジピンを0.25γで

持続投与が開始されました。

 術後３日目  

　MRI検査を実施しましたが，画像上脳血管攣縮と

考えられる所見は認められませんでした。GCS14

（E４V４M６）点で，記憶障害と見当識障害，注意

障害が著明に認められていました。明らかな麻痺は

ありませんが，現状の理解ができず帰宅願望が聞か

れ，点滴などに注意を払うことなく歩行してしまう

様子もあり，看護師が常時付き添い，見守りを行い

ました。採血で肝機能障害が認められ，ニカルジピ

ンの持続投与量を0.125γに減量しての管理となり

ましたが，血圧が下がり過ぎていないか，脳血管攣

縮に伴う脳虚血症状としてバイタルサインの変化や

神経脱落症状の出現に注意して観察していました。

　また，夜間には制止が聞かず徘徊する様子も見ら

れました。安心して安全に入院生活を送るために薬

剤の使用も考慮されましたが，使用により意識レベ

ルを含めた詳細な神経症状の確認が困難になる可能

性もあり，主治医と相談の上，睡眠導入剤を使用し

ました。薬剤の使用により，夜間眠ることができて

いました。症状変化の観察は，トイレの際の反応や

手足の動きを注意深く観察するようにしていました。

 術後５日目  

　神経脱落症状の出現は見られませんでしたが，

MRI検査で左中大脳動脈領域に無症候性の小梗塞が

【手術後～】
＃１：脳血管攣縮による脳虚血発作を生じる可能性がある
　　脳の虚血を起こさないための管理を念頭に置き，血
圧などのバイタルサインの変化や点滴量や尿量など水
分出納バランスの変化についてモニタリングする。
　　脳血管攣縮による脳虚血症状の出現を念頭に置き，
経時的な神経学的所見の観察を継続する。

＃２：急性混乱
　　現状が理解できるように日時や場所を繰り返し伝え
る。昼夜のリズムがつくよう，日中は覚醒を促す援助
を行う。夜間休息がとれるよう睡眠への援助を行う。

＃３：転倒転落リスク状態
　　ベッドの高さを低床にする。点滴ルートやモニター
のコードなどに引っかからないようベッド周囲の環境
を整える。行動開始時は環境への配慮と見守りを実施
する。

＃４：急な発症から手術，状態変化に対する家族の不安
がある

　　急な発症から入院，手術となり見当識障害などの高
次脳機能障害が出現した患者を目の当たりにした娘の
混乱への精神的サポートを実施する。

表２ Ａ氏の看護計画
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