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1　手術には，病変部位を完全に摘除して治癒させることを目的とする根治手術と，根治を

目的としない対症療法としての緩和手術（姑
こ
息
そく
手術）がある。

　また，がんに対する根治手術のうち，病変部位や進行度に応じて標準化された手術方法

を，定型手術という。これに対して，新しい術式による手術や，進行度に応じて切除範囲

やリンパ節郭清範囲を変えて行う手術を，非定型手術という。

2 切除範囲による分類

❶全摘術，部分切除術
　特定の臓器をすべて摘出することを全摘術，一部のみを切除し摘出することを部分切除

術という。

❷拡大手術
　病期が進行したがんに対して行われる手術で，病変部位の確実な切除を目的とする手術

である。原発巣だけでなく，浸潤が疑われる隣接臓器や転移の可能性があるリンパ節など

を，定型手術よりも広範囲に切除する。転移や再発を予防することが期待できる一方で，

切除範囲が広くなることによる侵襲も大きくなり，機能の低下が問題になりやすい。

❸縮小手術
　主に早期がんに対して行われる手術で，定型手術よりも切除範囲を縮小しても根治が期

待できる場合に行われる。切除範囲が小さいことから侵襲と機能障害を最小にとどめるこ

とができるが，転移や再発の可能性は残る。

3 アプローチ方法による分類

　皮膚を大きく切開して操作する開放手術（開腹術，開胸術，開心術など）と，内視鏡下に手

術を行う内視鏡下手術がある。内視鏡下手術は開放手術に比べて創が小さく，術後回復も

早いことから，多くの手術で適用されるようになってきている。

 手術侵襲と生体反応

■■ 1. 手術侵襲とは

1 侵襲とは

　侵襲とは，生体の内部環境を乱す可能性のある外部からの刺激（ストレッサー）をいう。

侵襲を受けると生体はストレス反応として恒常性（ホメオスタシス）を維持させるために，

内部環境を一定の状態に保とうとする生体防御反応（生体反応）を起こす（図 1Ⅰ-1）。ハンス・

セリエ（Selye, H.）は，このようなストレッサーに対するストレス反応を「汎適応症候群」

として説明した。ストレッサーを感知した生体はストレス反応を起こし（警告反応期），恒
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 手術療法の目的と種類

■■ 1. 手術とは
　手術（surgery, operation）は，患者の生命予後の改善や QOLの向上を最終目標として

意図的に生体に侵襲を与える治療法であり，皮膚・粘膜や組織の切開，切除，摘出などに

よって出血や創傷形成を伴うことに特徴がある。手術療法は外科的治療法ともいわれ，薬

物や放射線などを用いて治療を行う内科的治療法と並ぶ 2大治療法の一つである。

■■ 2. 手術の目的
　手術は病変部位を切除，摘出，修復することによって，低下した機能を回復・再獲得さ

せることを期待して行われる。手術は多くの疾患や外傷において，治癒を図るための標準

治療の一つとして選択され，表 1Ⅰ-1にあげるように様々な目的をもつ。

■■ 3. 手術の種類

1 術式や目的による分類

　術式による手術の種類としては，切断術，切除術，摘出術，移植術，再建術，形成術な

どがある。これらの手術は単独で行われるだけでなく，「食道切除術と食道再建術」，ある

いは「乳房全摘出術と乳房再建術」のように，病変部位を摘除することによって生じる機

能障害や外観の変化に対して，新たな代替機能を得るための手術を組み合わせて実施する

ことも多い。 

A
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表1Ⅰ-1 手術の目的と種類
手術の目的 手術の種類

病変部位を完全に摘除・修復して治癒させることを目的とする 根治手術
治癒が困難な病態に対して一時的に症状を改善させる
根治手術を受けるまでの間の病態を安定させる
根治手術に向けて段階的に行う（先天性疾患など）

緩和手術（姑息手術）

切除，摘出した臓器や組織の機能を再生する（食道切除後の食道再建など）
切除，摘出による欠損のため外観が変化した部位を補正する（乳房全摘出後の乳房再建など）
欠損した組織部位を皮弁（皮膚や筋肉）で覆い形成する（移植手術でもある）

再建術

機能不全に陥った臓器・組織の代替となる新たな臓器・組織を移植する 移植手術
確定診断を得る
治療方針を決定する

試験開腹術など
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じゃっ

起
き

させるのである。

■■ 2. 手術侵襲に対する生体反応

1 神経内分泌反応

　手術による出血や疼痛という刺激は，侵襲となって，視床下部から始まる神経内分泌反

応を引き起こす（図 1Ⅰ-3）。　　　　

　自律神経系では交感神経を介して副腎髄質からカテコールアミン（アドレナリン，ノルア

ドレナリン）が分泌される。カテコールアミンは末梢血管の収縮，心収縮力の増加，心拍

数の増加によって循環血液量を維持させ，頻脈や血圧上昇を起こす。カテコールアミンに

常性の維持に努める（抵抗期）。その結果，生体が安定を取り戻すことができれば回復につ

ながるが，うまくいかない場合は，生命の危機にもつながってしまう（疲
ひ

憊
はい

期）という図 1

Ⅰ-2のような過程である。

　外傷や熱傷などによる皮膚粘膜組織の損傷，細菌やウイルスによる感染，化学薬品や放

射線の暴露など，様々な刺激による侵襲が健康に影響する。また，不安，恐怖，いらだち

などの感情は，心的外傷という侵襲となって様々な反応を起こす。

2 周術期の侵襲

　周術期の患者が受ける様々な医療処置は，すべて侵襲となり得る。最も大きな侵襲は，

手術操作に伴う組織の切断，切離，挫滅，焼却といった皮膚・組織への外的な損傷と，こ

れに伴う阻血や出血，炎症反応や疼痛などである。全身麻酔では麻酔ガス，鎮静・鎮痛薬，

筋弛緩薬を使用して意識や痛み，筋緊張を消失させ，有害反射を抑制させるが，この麻酔

や，人工呼吸器の使用に伴う挿管や陽圧換気も，侵襲となって様々な生体反応を引き起こ

す。また，術前検査や絶食などの術前処置や，不安，恐怖などの精神的な苦痛も侵襲とな

る。このように，周術期における侵襲は単一のストレッサーによる単発的な刺激ではなく，

術前から術後をとおして複数のストレッサーが絶えず複合的に患者を刺激し続け，持続的

図1Ⅰ-1 ストレスとストレス反応

ストレッサー（刺激）
＝手術侵襲

ストレス反応
＝生体反応

ストレス状態

図1Ⅰ-2 ストレス反応の過程「汎適応症候群」

第3期
疲憊期

不適応状態
回復遅延・合併症発現
抑うつ，無気力，無関心など
倦怠感，めまい，睡眠障害（ ）

第2期
抵抗期
（防衛期）

生体反応による
恒常性の維持

第1期
警告反応期
（警報期）

ストレッサー（刺激）に
対する生体反応の開始

ひ はい

図1Ⅰ-3 手術侵襲に伴う神経内分泌反応
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 周術期にある患者の特徴

■■ 1. 周術期の範囲
　周術期（perioperative phase），および周術期看護（perioperative nursing）の概念は 1978

年の「第 1回世界手術室看護婦（師）会議（Association of Operating Room Nurses；AORN）」

で示され，以後，この概念が広く用いられるようになったⅡ1）。

　周術期とは，手術前期（術前：preoperative phase），手術期（術中：intraoperative phase），手

術後期（術後：postoperative phase）の 3つの時期を一まとめにした包括的な意味で使われ

ている。各時期の区分については，患者が手術室で手術療法を受けている期間が手術期，

それ以前が手術前期，手術を終え手術室を退出して以降が手術後期である（表 1-Ⅱ1）。また，

AORNでは，手術前期は手術の実施が決まったときから始まるとされている。これは，

AORNが定めた周術期看護が手術室看護師の役割に基づくためであるがⅡ2）～Ⅱ4），実際に

は，患者は外来を受診し，医師より手術の必要性を提示されてから，手術療法を受けるこ

とを決定するまでの間，最善の決断をするために迷い，悩む段階があり，この時期の支援

は重要である。そのため，手術前期は，医師から手術の必要性を提示された時から始まる

ととらえることが適切であろう。一方，緊急手術が適応される場合は，患者が生命の危機

状況にあり，救命や病状の改善のために一刻も早く手術を開始しなければならない。その

ため，手術前期は非常に短く，その間に患者・家族への迅速かつ的確な支援が必要となる。

■■ 2. 周術期にある患者のプロセス
　手術前期において，医師から手術の必要性を提示され，手術を受けることを決断した患

者は，手術に向けて心身の準備とともに，手術に伴う療養生活が問題なく過ごせるよう職

場や家庭などの調整を行う。そして，手術を終えた患者は，回復室から一般病室へと場を

変えながら，手術侵襲を受けたからだと心の回復を図り，円滑な社会復帰のために必要な

知識や技術の獲得に取り組む（図 1-Ⅱ1）。

A

■■ 3. 周術期を支援する場の広がり
　周術期は，医師が手術の必要性を提示してから，心身が回復して社会復帰に至るまでの

一連の期間であることを述べたが，患者はどのような場で，この時期の支援を受けるのだ

ろうか。

　現在，入院期間の短縮化に伴って，手術に必要な諸検査や治療などを外来で実施し，手

術前日や当日に入院するケースも増加している。また，手術後も低侵襲手術の普及や術後

管理の技術の向上などを背景に，一定の身体的回復が得られた段階で早期に退院する傾向

にある。そのため，これまで病棟で実施されていた術前オリエンテーションや処置などが

徐々に外来へ移行しつつあり，それに伴って，外来看護師が術後の患者教育や観察などを

担うなど，役割の範囲が広がっている。さらに，病院の役割機能の分化によって，骨折の

手術後をはじめ，多職種チームによる集中的なリハビリテーションが必要な患者について

は，社会復帰に向けた支援を担うことを目的に，回復期リハビリテーション病棟が設置さ

れてきている。看護師は，周術期の場の広がりを理解し，どの場においても患者が一貫し

て最善の支援が受けられるよう，連携・協働していくことが大切である。

■■ 4. 手術を受ける患者の体験
　手術は，健康回復を目的として意図的にからだに損傷を加える，苦痛を伴う治療法であ

る。そのため，患者は手術を受け入れるかどうかの意思決定の場面から，手術を終えて社

会復帰に至る過程において，様々な苦痛や苦悩を体験する。看護は，患者が体験している

II 周術期にある患者・家族の特徴

図1-Ⅱ1 周術期にある患者のプロセス

015Ⅱ　周術期にある患者・家族の特徴
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表1-Ⅱ1 周術期の各時期の区分
手術前期（術前） 医師が手術の必要性を提示してから手術室に移送されるまでの期間
手術期（術中） 手術室入室から手術が終了し回復室へ移送されるまでの期間
手術後期（術後） 回復室入室から心身が回復して社会復帰に至るまでの期間
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 周術期看護とは

■■ 1. 周術期看護の目的
　今日，多くの治療の最終目標が QOL（生活の質）の向上に置かれている。手術療法もそ

の例外ではなく，病変部位を切除して治療成績を上げることだけでなく，その先にある

QOLの向上に目が向けられている。こうした背景もあり，周術期看護では，患者のQOL

を意識しながら手術前後を良好に経過するための支援，および長期にわたる療養生活を視

野に入れた生活の再調整を支援することを目的とする。

■■ 2. 周術期看護の対象
　周術期看護は，患者が適切な治療方法として手術療法の必要性を告知されてから，手術

を受けて回復するまでに提供される看護であり，術前・術中・術後の 3つの時期に分けら

れる。この期間にある人が，周術期看護の対象となる。

■■ 3. 周術期看護の対象となる人の健康課題
　手術には様々な術式や方法があり，図 1Ⅲ-1に示すように，疾患や外傷による全身状態

悪化・機能低下の予防を図る手術と，低下した機能の回復・再獲得を図る手術に大別でき

る。

　前者はがんに対する根治術など，病変部位である臓器・組織を摘出することによって，

今後の健康レベルの低下を予防し，健康レベルの向上を図る手術である。摘出された臓器

や組織がこれまで果たしていた機能が低下・消失することによって機能障害が起こる可能

性があるため，機能障害による問題を起こさない（最小限にする）ようにすることが課題と

なる。

　後者は人工関節置換術，弁置換術，移植手術などのように，新しい臓器や組織を得るこ

とによって新しい機能（代替機能）を得る手術である。術前に見られた機能障害は改善す

るが，新しい機能に慣れ，その機能を保全・維持することが課題となる。

　いずれの手術でも，ボディイメージの変化や QOLの変化が起こり得る。また，保健行

動や生活習慣の変容，継続治療やリハビリテーションが必要となることもあり，それらに

対応していくことも健康課題となる。

A

III 周術期看護の特徴

■■ 4. 周術期看護の対象となる人の特徴
　手術を受ける人には，次のような特徴がある。

•手術前から手術や今後の経過に対する不安や恐怖心を抱いている。手術を受ける決意を

した後も，迷いや葛藤が続くこともある。

•手術後は手術侵襲に伴う生体反応と機能低下が予想される。

• 手術操作によって創傷が形成されることにより，創傷管理が必要となる。

• 回復過程をとおして，創痛をはじめとした様々な苦痛を体験する。

• ボディイメージやセクシュアリティの変容から自己尊重心や自己概念の変化が起こり，

新たな自己像を獲得する。

• 周術期の経過は，受ける手術や患者の特性により個人差がある。

■■ 5. 周術期における看護目標
　手術侵襲は心身に大きな影響を与え，その後の生活に変化をもたらすこともある。これ

に対応するため，周術期をとおしての看護目標は，「心身ともに安定した状態で手術に臨
のぞ

み，

安全・安楽に手術を終えて回復し，機能・形態の変化に適応して新たな生活に向かうこと

ができる」ことが軸になる。

図1Ⅲ-1 手術による変化と変化への対応

疾患や外傷による全身状態悪化・機能低下の予防 低下した機能の回復・再獲得
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新たな自己像・セルフケア能力の獲得 
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機能障害による問題を起こさない（最小限に
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2 術前の看護

　術前は，患者が身体的・精神的に安定した状態で手術を迎えることができるように看護

する。このために，患者が手術の目的と必要性を理解したうえで，自らの意思で手術に同

意し臨むことができるようにするとともに，手術を受ける準備を進める。手術による影響

は個人差が大きく，手術目的，手術内容，患者の特性について総合的にアセスメントし，

手術による機能低下と合併症のリスク，起こり得る苦痛などを推測し，必要となる看護を

行う。

3 術中の看護

　術中は，手術侵襲を最小にとどめ，患者が安全・安楽に手術を受けることができるよう

に看護する。手術室では，看護師は直接看護師（器械出し看護師）と間接看護師（外回り看護師）

に分かれて役割を分担し，手術を確実に進行させつつ，皮膚障害，神経障害，感染などの

手術に伴う二次障害を予防するためのケアを行う。 

4 術後の看護

　術後は，術後 1～ 2日目にあたる急性期と，その後の回復期に大別される。手術直後

の急性期は全身の生体反応と機能低下が起こり，合併症が発現するおそれがある。このた

め，回復過程における経過を予測して系統的な観察を行い，正常範囲に経過しているのか，

それとも逸脱して悪化していくおそれがあるのかを判断し，異常を察知すれば早期に対処

する。回復期は，機能・形態の変化に適応して日常性を回復し，社会復帰するための看護

を行う。

5 周術期に特徴的な看護

　周術期の患者は日々状態が変化するため，ていねいで確実な観察と迅速な対応が求めら

れる。患者の術後回復を支援するための創傷ケア，術後疼痛ケア，症状緩和ケア，ドレー

ン管理，体位変換，離床，機器を活用した患者管理などは，周術期に特徴的な看護技術と

してあげられる。

6 生活者である患者への周術期看護

　入院中は病院内が生活の場となる。看護師は，患者が生活者として入院生活を送ること

を意識してかかわる必要がある。特に手術後は，食事，排泄，睡眠などの生活すべてをベッ

ド上で行うこともあるため，ベッド周囲が生活の場となる。したがって，安全で快適な療

養生活を送るための環境整備が重要となる。

　また，入院前後の生活の継続性を意識したかかわりも重要である。たとえば，入院前か

ら使用していた義歯は入院中もできるだけ使用するように促す。義歯は手術前に必ず取り

■■ 6. 周術期にある患者の看護

1 周術期看護の基本

　看護目標の達成に向けて，術前から術後にかけて起こり得る問題を予測し，術後機能低

下への対応と合併症の予防，術後回復を促進するケア，心身の苦痛に対するケア，身体機

能変化の受容と適応への支援を行っていく。これらは術前・術中・術後と周術期全体をと

おして，一連の流れで包括的に取り組むものである。一般病床の平均在院日数は約 17.7日Ⅲ1）

と年々短縮化しており，手術を受ける患者の入院期間も短い。このため，退院支援の計画

立案は手術前から行う必要があり，意図的に情報収集して退院後を見すえた看護を行う。

各時期における看護を，図 1Ⅲ-2にまとめた。

図1Ⅲ-2 周術期の各時期における看護

時期
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看護ケア
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術後1～２日

術後（回復期）
術後3日目～
　　退院まで
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整える
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最小にする
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定した状態で手術
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とどめ，安全・安楽
に手術を受ける

苦痛を緩和し，生理
機能を 維持回復す
る

機能・形態変化に適
応する，日常性を回
復し社会復帰する

• 患者が安全・安楽
に手術を受けられ
るようにする

• 手術を確実に進行
させる

• 患者への侵襲を最
小にし，手術に伴
う二次障害（皮膚
障害，神経障害，
感染など）を予防
する

• 麻酔からの覚醒を
促す

• 手術直後の症状に
対処し，苦痛を軽
減する

• 機能低下からの回
復を促進し，合併
症を予防する

• 機能・形態の変化
に適応できるよう
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を進める

• 疾患・症状コント
ロール

• 入院／術前オリエ
ンテーション

• 執刀医・手術室看
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備
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• 麻酔導入の看護
• 体位固定・抑制，
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の工夫
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栓症等の予防，保
温
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処

• ドレーン管理
• 疼痛管理
• 離床の援助
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• 食事再開の援助
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• 継続看護
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002 第 2章　周術期看護の基盤となる理論と看護展開

　周術期の患者は，侵襲を受けた後，傷害期，転換期，筋力回復期，脂肪蓄積期と徐々に

状態が安定に向かうが，傷害期から転換期は心身ともに非常に不安定な状況に置かれる。

そのような不安定ななかでは，患者の言動は通常の時とは違う表現がなされることが多い。

その背景には，不安定さに起因する心理的不安がある場合もあれば，患者自身が回復のた

めの慎重な行動を選択している場合もあるかもしれない。術後のケアにおいて，看護師は

患者の回復過程が標準的な過程から逸脱しないことを目標にしながら，時間刻みでの身体

観察や診療の補助を行う。複数の患者のケアを抱えながら目まぐるしく対応する状況で，

看護師は患者の言動に対して，断片的な情報をもとに問題として解釈することがある。ま

た，患者の主体性を尊重したいという思いを抱きつつも，標準的な回復を促進しようとす

るあまり，指示的な対応になったり，患者の自立性を待たずに支援をしたりすることもあ

るだろう。

　こうした周術期のケアにおいて，理論をもとに状況を整理すると，一見不安定な状態の

なかに，人の強さや緩やかに変化している様相をとらえられることがある。また，自立性

や自主性を高める効果的な対応のヒントを得ることがある。

　本章では，周術期における患者へのケアを実施するにあたり，①ロイ適応看護理論，②

セルフケア不足看護理論，③自己効力感，④エンパワメントを紹介し，事例をもとに，複

数の理論を用いることで多面的な患者理解ができることを示す。

I 理論の概要

 ロイ適応看護理論

■■ 1. 理論形成の背景
　シスター・カリスタ・ロイ（Roy, S. C.）が開発したロイ適応看護理論（以下，ロイ理論）は，

ハリー・ヘルソン（Helson, H.）の精神心理学が基盤になっている。この理論における中心

テーマの「適応」は，ロイが小児看護に従事していたときに観察していた，大きな変化に

もかかわらず成長を続けることができる子どもの能力への驚きや，聴力障害を負いながら

も現在に至る，自身の心理的過程の振り返りが影響していたと考えられる。そのほか，ロ

イが理論を発表するまでのアメリカでの情勢も影響している。戦争（第二次世界大戦，ベト

ナム戦争勃発）や暴動（ロサンゼルスでの黒人住民の暴動）は人々をおびえさせ，アポロ 11号の

月面着陸成功のニュースは，科学技術が日常生活での思考や理解の範
はん

疇
ちゅう

を超えたものと

なっていることへの驚
きょう

愕
がく

を与えた。このようななかで，ロイは，人間を取り巻く環境の変

化や苦境のなかでも適応的であろうとする人々の様子をとらえ，その成り立ちやしくみを

A

図2-Ⅰ1 人間の適応システム

コーピングプロセスコーピングプロセス

生理的-
物理的

自己概念
集団アイデン
ティティ

人間システム

相互
依存 役割

機能

適応

フィードバック

焦点刺激
関連刺激
残存刺激

非効果的行動

適応的行動

出典／シスター・カリスタ・ロイ著，松木光子監訳：ザ・ロイ適応看護モデル，第２版，医学書院，2010，p.57，一部改変．

表現した。

■■ 2. 理論の特徴
　ロイは，人間を，変化する環境のなかで絶えず成長・発達する全体的な適応システムと

してとらえた。人間とその集団は「生理的―物理的」「自己概念―集団アイデンティティ」

「役割機能」「相互依存」の 4つの適応様式（表 2-Ⅰ1）をもち，外的・内的環境の変化であ

る刺激がインプットされると，その刺激をコントロールする対処プロセスを経て，環境に

適応すべく 4つの適応様式のいずれかの反応・行動としてアウトプットされる，と説明し

た（図 2-Ⅰ1）。

　反応・行動を引き起こす刺激には，①「焦点刺激」，②「関連刺激」，③「残存刺激」が

ある。①焦点刺激は，直接その人に影響する問題を引き起こしている因子，②関連刺激は，

現在の状況に影響していると確認できる，ほかのすべての因子，③残存刺激は，背景にあ

る過去の経験や信念で，影響を与えている可能性があるもののその時点では不明確で未確

認の因子を指す。

　刺激は，対処プロセスを経て反応・行動としてアウトプットされた後，フィードバック

されてまた新たな刺激としてインプットされる。アウトプットされた行動には，適応的行

動（適応範囲内にとどまっている行動）と非効果的行動（適応範囲を超えた行動）があり，適応的

行動であれば健康は促進され，非効果的行動であれば健康の促進には至らない。

　ロイは，看護の目標を，4つの適応様式における個人・集団の適応を促進し，それによっ

て健康やQOL，尊厳のある死に貢献することとしている。
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 情報収集とアセスメント

　術前の看護では，患者が心身ともに最良の状態で手術が受けられるよう援助することが

重要である。そこで，術前の看護に必要な身体的，心理社会的アセスメントについて述べ

る。

■■ 1. 身体的アセスメント
　術前患者の身体状態をアセスメントするためには，患者の現在の状態と，手術や麻酔に

伴って生じる術後の問題について把握しておかなければならない。術前の身体的アセスメ

ントに必要な情報は，検査データ，既往歴およびその治療，症状などであり，それらの情

報とともに，患者が受ける予定の手術の術式，麻酔，予測される術後合併症などを併せて，

術後に予測される問題をアセスメントする（表 3-Ⅰ1）。術前検査を行い，呼吸機能，循環

機能，栄養・代謝機能，肝機能，腎機能，血液・凝固機能，内分泌・免疫機能などの現在

の患者の状態を把握し，生体が手術や麻酔による侵襲に耐え得るか，また，術前のリスク

はどの程度かを評価する。看護師は，患者が苦痛や不安なく安心して検査が受けられるよ

う援助するとともに，患者が安定した身体状態で手術に臨
のぞ

めるよう援助することが重要で

ある。

A

I 患者・家族の看護

表3-Ⅰ1 術前患者の身体的アセスメント
項目 情報 アセスメントを必要とする根拠

呼吸機能

• 呼吸器疾患の既往：慢性閉塞性肺疾患（気管
支喘息，肺気腫，慢性気管支炎），間質性肺炎，肺
水腫，肺がんなど

• 喫煙歴：本数，年数
• 肥満：身長・体重・BMI
• 呼吸機能検査：％肺活量（%VC），1秒率
（FEV1.0%）

• 胸部 X線写真
• 動脈血ガス分析：PaO2，PaCO2，pH
• 経皮的酸素飽和度（SpO2）

• 胸郭の変形
• 呼吸数，呼吸パターン，呼吸音
• 労作時の呼吸困難：ヒュー・ジョーンズ
（Hugh-Jones）分類

• 喀痰の量・性状

• 呼吸器疾患の既往のある患者は呼吸機能が低
下し，術後の咳嗽力の低下，気道内分泌物の
増加から，無気肺や肺炎が起こりやすい。

• %VCが 80%未満では拘束性換気障害，
FEV1.0%が 70％未満では閉塞性換気障害，
%VCが 80%未満かつ FEV1.0%が 70％未満
では混合性換気障害となる。咳嗽力が弱く，
気道内分泌物が増加しやすく，術後低酸素血
症や無気肺，肺炎のリスクとなる。

• 喫煙は，血液中のヘモグロビンの運搬能の低
下，気管支繊毛運動の減少などをもたらすた
め気道内分泌物が増加し，術後低酸素血症や
無気肺・肺炎のリスクとなる。

循環機能

• 心疾患の既往：高血圧症，虚血性心疾患（心
筋梗塞，狭心症），不整脈

• 内服薬：降圧薬，利尿薬，ジギタリス製剤，
抗血栓薬，抗不整脈薬

• 心不全の重症度分類：NYHA（New York Heart 

Association）分類
• 自覚症状：胸痛，心悸亢進，息切れ，呼吸困
難

• 血圧，脈拍数
• 心電図
• 胸部 X線写真（心胸比）
• 尿量，水分量，体重

• 高血圧症のある患者は，術中・術後の血圧上
昇により出血が起こりやすい。

• 心疾患の既往のある患者は，動脈硬化に伴う
末梢血管抵抗の増大，心拍出量の低下から循
環血液量減少性ショック，急性循環不全を起
こしやすい。

• 心疾患の既往のある患者は，心筋虚血による
低酸素血症や再梗塞，脳梗塞が起こりやす
い。

• 抗血栓薬の使用により血液凝固機能が低下
し，術後出血が起こりやすい。

栄養・
代謝機能

• 消化器疾患の既往
• 食事摂取量，嚥下機能
• 体重減少
• 消化器症状：悪

お

心
しん

・嘔吐・腹痛
• 血液検査：血清総たんぱく（TP）・アルブミン
（Alb）

• 排便機能
• 皮膚状態：浮腫，乾燥

• 低栄養状態では，術後創傷治癒遅延，縫合不
全，感染症が起こりやすい。

• 血清総たんぱく（TP）は 6.0g/dL，アルブミ
ン（Alb）は 3.0 g/dL以上が必要とされる。

肝機能

• 肝疾患の既往：肝炎，肝硬変，肝がん
• 血液検査：AST（GOT）・ALT（GPT）・LDH・
総ビリルビン（T-BiL）・アルブミン（Alb）， 血
小板（PLt），プロトロンビン時間（PT）

• 血液凝固因子
• 皮膚状態：黄

おう

疸
だん

，瘙
そう

痒
よう

感

• 肝疾患の既往や肝機能低下のある患者は，た
んぱく合成能が低下し低たんぱく血症になり
やすい。低たんぱく血症では創傷治癒遅延や
感染症のリスクとなる。

• 肝機能低下による血液凝固能の低下により，
術後出血が起こりやすい。

• 術中・術後の薬剤使用によって，肝機能が低
下する可能性がある。

腎機能

• 腎疾患の既往：腎炎，慢性腎不全
• 血液検査：尿素窒素（BUN），クレアチニン
（Cr），クレアチニンクリアランス（Ccr），Na，
K，CL

• 尿検査：尿比重，尿たんぱく，尿糖
• 水分出納バランス：尿量，水分量，体重
• 皮膚状態：浮腫，乾燥

• 腎疾患の既往や腎機能低下のある患者は，手
術による循環血漿量の減少や増加に伴い，急
性腎不全や肺水腫が起こる可能性がある。

• 腎機能低下により術中・術後の高カリウム血
症となり，不整脈や心停止のリスクとなる。

血液・
凝固機能

• 心疾患・肝疾患の既往：虚血性心疾患，肝炎，
肝硬変

• 内服薬：抗血栓薬
• 血液検査：赤血球（RBC），白血球（WBC），ヘ
マトクリット（Ht），ヘモグロビン（Hb），血
小板（PLt），プロトロンビン時間（PT），プロ
トロンビン時間国際標準比（PT-INR）Fe，活
性化部分トロンボプラスチン時間（ATPP）

• 出血時間

• 抗血栓薬の内服により，血液凝固機能が低下
し，術後出血が起こりやすい。

• プロトロンビン時間（PT）は 50～ 80％以上
が必要となる。

• 貧血があると，酸素運搬能の低下により，低
酸素血症のリスクとなる。

内分泌・
免疫機能

• 内分泌疾患の既往：糖尿病・甲状腺疾患・副
腎疾患

• 内服薬：血糖降下薬・副腎皮質ステロイド薬
• 血液検査：空腹時血糖，HbA1c
• 尿検査：尿糖，尿ケトン体

• 糖尿病の既往のある患者は，感染防御機能の
低下から，術後創傷治癒遅延，感染症が起こ
りやすい。

• 副腎皮質ステロイド薬の使用により，免疫機
能が低下し感染症が起こりやすい。

• 空腹時血糖 100～ 140mg/dL または食後血糖
200mg/dL以下，尿ケトン体陰性，尿糖 1＋
以下または尿糖排泄量が 1日の糖質摂取量の
10％以下のコントロールが必要となる。
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5 腎機能

　腎臓は，薬物代謝，酸塩基平衡，電解質の維持，水分の排泄などの機能を担っている。

腎機能が低下すると，低ナトリウム血症や高カリウム血症などの電解質異常，代謝性アシ

ドーシスを起こす。また術後は，出血や循環血液量の減少により腎血流量が低下し，急性

腎不全が起こる可能性がある。そのため，術前から腎機能や水分出納，電解質バランスを

把握し，必要時に補正を行う。

6 血液・凝固機能

　手術では出血が伴うため，出血傾向や止血機能を把握しておかなければならない。出血

時間は抗血栓薬の使用などにより延長し，凝固機能の低下は，術後出血のリスクとなる。

また，出血傾向のある患者は，硬膜外麻酔や脊椎クモ膜下麻酔を行うと硬膜外血腫の起こ

る可能性があるため，それらは禁忌となる。

7 内分泌・免疫機能

　手術は生体の内部環境へ人為的に加えられるストレス刺激であり，手術侵襲に対する生

体反応として，糖質コルチコイド（コルチゾール），成長ホルモン（GH），抗利尿ホルモン（ADH），

カテコールアミン（アドレナリン，ノルアドレナリン），グルカゴンなどが分泌される。これら

のホルモンは，糖新生の促進，骨格筋たんぱくの分解，脂質分解，肝臓のグリコーゲン分

解に働き，高血糖を生じる。高血糖になると好中球が減少し，感染防御機能の低下から感

染症が起こりやすくなる。術前からの血糖コントロールが重要である。

■■ 2． 心理社会的アセスメント
　手術を受ける患者は，外来で医師から疾患や手術について話を聞き，手術を意思決定し

て入院してくる。しかし，患者が意思決定に至るプロセスでは，疾患の告知，治療の選択

において，衝撃，不安，恐怖，苦悩，葛藤，期待など様々な心理状態を体験している。手

術は，患者にとってストレスフルな出来事であり，危機的状況である。看護師は患者がそ

のストレスフルな出来事をどのように認知し，どのように対処（コーピング）しているのか

を把握し，患者の心理状態に応じた看護を行う必要がある。そこで，術前患者の看護に必

要な心理社会的アセスメントについて，表 3-Ⅰ2，3-Ⅰ3にあげる。

1 呼吸機能

　全身麻酔の手術では，呼吸機能への影響が大きい。呼吸器系では全身麻酔による影響を

軸に，麻酔方法，麻酔時間，麻酔薬，手術部位，手術体位などの情報と，患者個別の年齢，

呼吸機能，喫煙歴，身長，体重などの情報を重ねて，手術後の患者の呼吸器系の状態を予

測するⅠ1）。全身麻酔の手術では，吸入麻酔薬や筋弛緩薬の使用，気管内挿管，人工呼吸

器管理などにより，気道内分泌物が増加し，術後無気肺や肺炎などの呼吸器合併症が起こ

りやすい。特に高齢者や呼吸器疾患の既往，呼吸機能の低下，喫煙歴のある患者，長時間

の手術患者では，呼吸器合併症のリスクが高くなる。そこで，術前から，全身麻酔による

影響と患者個別の情報を重ねて，呼吸器合併症のリスクについてアセスメントし，必要に

応じて呼吸訓練や禁煙指導などを行う。

2 循環機能

　手術や麻酔は，患者の循環動態に大きな影響を及
およ

ぼす。循環器系では循環血漿量の変動

を軸に，麻酔方法，麻酔時間，麻酔薬，手術部位，手術体位などの情報と，患者個別の年

齢，心機能，腎機能，血清アルブミン値などの情報を重ねて，手術後の患者の循環器系の

状態を予測するⅠ2）。一般的に手術後は，手術侵襲に伴うストレス反応としてカテコール

アミンが分泌され，血管収縮，心収縮力増加，心拍数を増加させて，心拍出量を維持しよ

うとする。しかし，循環血漿量が減少すると，循環血液量減少性ショックを引き起こす。

特に高齢者や，心疾患の既往，心機能低下や腎機能低下のある患者では，急性循環不全の

リスクが高い。また，高血圧症の患者や抗血栓薬を使用している患者は，術後出血のリス

クが高くなる。そこで，術前から手術や麻酔に伴う循環器合併症のリスクについてアセス

メントし，循環動態の観察と血圧コントロール，異常の早期発見に努める。

3 栄養・代謝機能

　手術や麻酔によって侵襲を受けた生体は，組織を修復するために体内の糖・たんぱく・

脂質をエネルギーとして動員する。手術後の創傷治癒，組織の修復には体内のたんぱくが

重要であるが，低栄養状態では，創傷治癒遅延や感染防御機能の低下を引き起こし，感染

症が起こりやすくなる。そのため，術前の栄養状態についてアセスメントし，低栄養状態

の場合は栄養状態の改善に努める。

4 肝機能

　肝臓は，解毒，たんぱく質・糖質・脂質の代謝，胆汁酸・ビリルビンの代謝など，様々

な機能を担っている。手術や麻酔によって薬剤の影響を受けると，肝機能の低下をきたす

ため，術前から肝機能の評価をする。
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　滅菌とは，ほとんどすべての微生物を殺滅または除去することであり，医療現場では国

際的に求められる SAL（sterility assurance level : 無菌性保証水準）は 10－6個である。つまり，

滅菌処理前の対象物（器材や物品）に 100万個の微生物が生存していたとすると，滅菌後は，

そのなかで 1個の微生物が残存する確率ということである。これは，限りなく無菌に近い

ことを示している。もちろん，滅菌前の微生物は少ないほうがよいため，洗浄の重要性も

理解しておく必要がある。

■■ 1. 手術時手洗い
　手術時手洗いの目的は，手指に付着した通過細菌＊の除去と皮膚の常在細菌＊を減少さ

せ，手術中に滅菌手袋が破損した場合でも，手術野の汚染を最小限にとどめることである。

　一般的に，手洗い前の手指からは 104～ 106個程度の細菌（通過細菌と常在細菌を合わせて）

がいるとされているが，手術時手洗いにより，102～ 103個程度に減少させることができる。

　手術時手洗いには，ラビング法（図 4-4）とスクラブ法（図 4-5）がある。ラビング法とス

クラブ法の両者に，手術部位感染率の有意差はなく，ラビング法のほうが時間短縮ができ

ることや，滅菌ブラシや滅菌タオルが不要でありコスト面でも有利なことから，主流となっ

ている。

■■ 5. 明るさ
　手術室は，患者（術野）の状況を一定の条件下で把握するため，適切な照度と色調が必

要である。一般的には 750～ 1500Lx程度の照度と補色残像が消去できるよう，手術室内

装や術衣の色を選択することが望ましい。

II 手術室看護師の役割
　手術室看護師の主な役割には，器械出し看護と外回り看護がある。

　器械出し看護を担う器械出し看護師は，執刀医に直接的に介助することから，直接介助

看護師または手洗い看護師（scrub nurse）と呼ばれることもある。器械出し看護師の役割

は「術前に患者情報を評価し，手術に必要な器械，器材を準備し提供することである 4）」。

実際は，安全な手術の提供という目的のもと，器械や医療材料の管理（体内遺残予防のため，

術前後で数のカウントや破損の有無などを行う）と清潔の保持，手術の流れを把握し，先を読み

ながら器械を提供する。

　外回り看護を担う外回り看護師は，器械出し看護師とは違い，直接的に執刀医に介助す

ることはせず，器械出し看護以外の部分で手術をサポートする。そのため，間接介助看護

師ともよばれる。外回り看護師の役割は，「患者が手術医療を安全に受けることができる

ように，手術にかかわる各職種間の調整役を担う。また，術後患者の回復が順調な経過を

たどるための看護を提供する。さらに患者の代弁者となり患者を擁護する役割を担う 5）」。

 器械出し看護

　器械出し看護の基本は，清潔・不潔の理解から始まる。清潔とは，一般的には汚れのな

いこと，衛生的なことを指すが，医療現場では，無菌であることを指す。また，洗浄・消

毒・滅菌の違いの理解も必要である。

　洗浄とは，対象物に付着した血液などの有機物や微生物などの汚染物を物理的に除去す

ることである。適正な洗浄により，微生物汚染が 10－4となる，つまり 99.99％減少する。

確実に洗浄することにより，その後の消毒または滅菌での安全性が期待できる。逆に，血

液や微生物などの汚れが残っていると，消毒や滅菌の効果が得られず，安全性が保たれな

い。

　消毒とは，細菌芽胞を除くすべての，または多くの病原体を殺滅することである。ただ

し，病原微生物をすべて殺滅・除去することはできない。つまり，必ずしも微生物をすべ

て殺滅するのではなく，対象（器材や生体）を処理して，使用するのに適切である水準まで

微生物を減少させることである。

A

＊ 通過細菌：通過細菌は，皮膚表面や爪などに周囲の環境より付着したもの。大腸菌などのグラム陰性菌や黄色ブド
ウ球菌などのグラム陽性菌などがある。通過細菌は，石けんと流水でほとんど除去できる。

＊ 常在細菌：常在細菌は，皮脂腺，皮膚のひだなどの深部に常在している。表皮ブドウ球菌などのコアグラーゼ陰性
ブドウ球菌が含まれる。常在細菌は消毒薬による手洗いによっても除去しきれない。

図4-4 ラビング法

①衛生的手洗いを行う
　　衛生的手洗いの目的は，主に手に付着した微生物を物理的に除去
することである。後に行う手指消毒薬には洗浄能力はないため，こ
こでの予備洗浄は重要となる。

②未滅菌のペーパータオルで十分に水分を拭
ふ
き取る

※手や腕に水分が残っていると，手指消毒薬の濃度が希釈されてし
まうため。

③速乾性手指消毒薬をすり込む
　　速乾性手指消毒薬（1プッシュ約 3mL）を手に取り，指先，手背，手
掌，手指に乾燥するまですり込む。次に，手首から肘関節まですり
込む（左右それぞれ行う）。最後に，再度指先から手首にかけて，乾燥
するまで消毒薬をすり込む。
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図4-5 スクラブ法

①スポンジにより予備洗いを行う
　　手指消毒薬（スクラブ剤）をスポンジに取り，手指から肘上まで洗
う。左右両方行う。洗い終わったら水で流す。
　　この時，指先が肘より低い位置になると，汚い水が指先に流れて
くることになるため，末梢（手先）に行くほど高い位置になるように
留意する。

②ブラシを使用して爪，手のしわを洗う
　　ブラシによる手洗いは，手荒れや皮膚損傷を引き起こし，細菌の
繁殖巣となるため，爪や手のしわなど，もみ洗いでは汚れが落ちに
くい部分のみとする。

③もみ洗いを行う
　　ブラシを捨て，手指消毒薬（スクラブ剤）を使用して手指から肘上
まで洗う。①と同様に指先から洗い流す。洗い流したら，手指消毒
薬（スクラブ剤）により手指から前腕をコーティングする。

④滅菌タオルを使用して十分に水分を拭き取る
　　滅菌タオルを使用し，手指の水分を十分に拭き取る。次いで，手
首に滅菌タオルを巻き，上腕に向かってしごくように拭き取る。最
後に，速乾性手指消毒薬を手指から手首まですり込むと，より消毒
効果が得られる（2ステージ法）。

①ガウン着用者は，介助者より清潔にガウンをもらったら，ガウンを
広げ，片方のえりひもを介助者に渡す。
※この時，介助者は着用者の手に触れないように，着用者の手から
離れた位置でひもを取るようにする。

※ガウンの着用は，手やガウンがまわりに触れないよう，十分に広
い場所で行うこと。

離れた位置を持つ

②着用者はガウンの片側の袖に腕を通す。
　※この時，反対の手が顔やからだなどに触れないように注意する。

③反対側のえりひもも介助者に渡すと同時に，袖に腕を通す。
※この時，着用者はひもを渡す側の腕が顔に触れないように注意す
る。

離れた位置を持つ

④マスクのひもをほどき，マスクの位置を合わせ，ひもを顔の真横の
位置程度（自分の視野の範囲）で持ち，介助者に渡す。介助者は着用
者の手から離れた位置でひもを取り，後方で結ぶ。
※ひもを自分の視野の外まで持っていこうとすると，手が不潔にな
る可能性があるため危険である。

　手術時手洗いの前に，身だしなみを整えておくこと，爪や手荒れなどの確認が重要とな

る。その理由として，キャップから出ている頭髪が術野に落ち，患者のからだを汚染した

り，ゴーグルなどの個人防護具（personal protective equipment；PPE）の着用し忘れによる

職業感染（医療スタッフの感染）を引き起こしたりすることを防ぐことがあげられる。また，

長い爪は汚れがたまりやすいだけでなく，手袋の破損の原因となる。指輪やネイルも細菌

がたまりやすく，汚れが除去しづらくなり十分な手洗い効果が得られないため，手洗い前

に除去しておく。手荒れや手に傷がある場合は，手洗いや速乾性手指消毒薬により悪化す

る可能性があること，傷に細菌が付着し増殖する可能性があり，感染のリスクを高めるこ

とから，手術時手洗いを控える。

■■ 2. ガウンテクニックと滅菌手袋の着用方法
　器械出し看護師は，患者の手術部位感染（surgical site infection；SSI）と職業感染の予防

のため，手術時手洗いとともに，正確なガウンテクニックを身に付けることが基本となる。

　ガウンテクニックには，介助者にえりひもを渡す方法（オープン法）（図 4-6）と袖を通す
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 呼吸機能

■■ 1. 機能低下と術後合併症

1 気道内分泌物の増加と喀出困難

　手術および麻酔による呼吸器への主な影響として，気道内分泌物の増加と粘
ねん

稠
ちゅう

化
か

があげ

られるⅡA1）。また，術後 1週間くらいは，横隔膜の機能低下もあり，肺活量が 50～ 60％

低下し，機能的残気量も 30％低下するとされるⅡA2）。術中から術後は，増加した粘稠度の

高い気道内分泌物を容易に喀出できないことで，貯留した分泌物によって末梢気道が閉塞

して無気肺を生じる。無気肺の進行により換気・血流比不均衡＊が起こり，低酸素血症に

進展する。また，気道内分泌物が貯留した状態は，感染しやすく肺炎を併発しやすい。し

たがって，分泌物の増加や粘稠化をきたす次の要因を理解し，術前より対策をとる必要が

ある。

❶気管挿管と麻酔薬の刺激
　気管挿管を行う場合は，チューブを気管に挿入するという物理的な刺激により，気管支

の収縮が起こるとともに分泌物が増加する。また，吸入麻酔薬を用いる場合は，送気され

る麻酔薬の刺激により，分泌物の増加・粘稠化をきたすとともに，気管の線毛運動が低下

するため，分泌物の喀出が困難となる。このように，全身麻酔の手術で気管挿管を施行し

吸入麻酔薬を使用する場合は，気道内分泌物が貯留しやすい状態となる。

❷薬物による呼吸抑制と疼痛や体位の影響
　術後は，麻酔薬の効果が残存することや呼吸抑制作用のある鎮痛薬の投与などにより，

換気が不十分となりやすい。また，疼痛があると，呼吸が浅くなり十分な換気が困難とな

ることに加え，痛みを避けるため深呼吸や排痰，咳などを抑制してしまう。結果，気道内

に分泌物が貯留する。そのほか，手術中の同一体位や，術後の安静によっても，貯留した

分泌物の喀出は困難となりやすい。特に，臥位では横隔膜の運動も抑制され換気が不十分

となる。つまり，疼痛や体位などの影響で痰の喀出困難が生じ，気道内に分泌物が貯留す

る。

A

II 機能低下からの早期回復と 
術後合併症対策

＊  換気・血流比不均衡：気道内分泌物が貯留し虚脱した肺胞部分に残る血流は，有効な換気が得られないため，血液
が酸素化されずに通過し，肺静脈で酸素化された血液と交じり酸素化不良を引き起こす。

❸侵襲に対する生体反応
　周手術期をとおして，手術や麻酔，疼痛などは生体にとって侵襲となり，そうした侵襲

に対する反応として，神経内分泌反応が活性化し，抗利尿ホルモン，アルドステロンなど

のホルモンが分泌される。並行して炎症性サイトカインの産生も亢進する。その結果，水

分や電解質バランスの調整困難が生じやすい。たとえば，侵襲直後には脱水となりやすく

気道内分泌物が粘稠化しやすい一方で，利尿期に入りサードスペースから水分が血管内に

戻る時期には，循環血液量が増加し肺うっ血や肺水腫をきたしやすい。このような，術中

から術後の水分や電解質の変動により，気道内分泌物の量や性状が変化する。

❹患者側の特性
　前述のように，手術と麻酔により，気道内分泌物の増加と粘稠化が生じるとともに喀痰

が困難となることが，呼吸器における主な機能低下である。そのほか，患者側の要因とし

て，喘息などの疾患や上気道感染などにより気管の過敏性が増している場合は，様々な刺

激により気管支痙攣＊を引き起こしやすい状態になることや，侵襲により易感染状態にあ

ることで感染が重症化しやすい状態にあることも，機能低下と位置づけられる。

2 無気肺

　無気肺は，貯留した気道内の分泌物により末梢の気管が閉塞し，肺胞が虚脱することで

生じる。症状として呼吸音の減弱が認められ，進行して無気肺の範囲が広くなると，低酸

素血症による呼吸困難，頻呼吸，頻脈，発熱を呈する。所見として，胸部単純 X線検査

において，肺胞虚脱部位に一致して透過性の低下が認められるⅡ A3）。

3 肺炎

　肺炎は，発熱，白血球増多，膿性痰などの症状や，胸部単純 X線検査において浸潤陰

影が認められる。原因は，無気肺に感染が併発した場合以外にも，高齢者などでは誤嚥に

よる肺炎も生じやすいⅡ A4）。

■■ 2. 機能回復のためのケア

1 術前の看護

❶術前評価
（1）既往歴および検査結果の把握
　胸部単純 X線検査，呼吸機能検査などの結果を把握し，呼吸器系の異常の有無を把握

する。異常が認められた場合は，病態に応じた看護を計画する。

（2）生活習慣や感冒症状の有無の把握

＊  気管支痙攣：気管支平滑筋の攣縮による換気障害。
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ズにできるよう働きかける必要がある。十分な鎮痛薬の投与は必要であるが，オピオイド

系鎮痛薬を使用する場合は，副作用として呼吸抑制があるため注意を要する。

❷肺理学療法，早期離床
▶  深呼吸の促しと早期離床　術前からの指導を踏まえて患者が自主的に深呼吸を実践でき

るよう，訪床時に声かけする。離床できる状態であれば，できるだけ上体を起こして過

ごし，歩行により効果的な呼吸を促す。
▶  体位ドレナージ　安静度に問題がなければ，可能な範囲で早期より体位変換を積極的に

行い，気道内分泌物の貯留を予防する。分泌物が貯留していると想定される部位や病変

が上側になる体位をとり，重力を活用して分泌物の排出を促す体位ドレナージを行う。
▶  タッピング　重症患者など自主的な排痰が困難な場合などは，排痰を助けられるよう胸

部のタッピングを行う。タッピングは，手をお椀のような形にして軽く胸部をたたき，

気道に付着している分泌物をはがれやすくすることを意図して実施する。

❸水分管理（輸液管理）
　術後早期は，循環血液量の減少に伴い脱水傾向となることで，気道内分泌物が粘稠化し

喀出困難となる。また，その後の循環血液量が過剰となる場合，肺動静脈から水分の漏出

が生じ，肺水腫をきたす。そのため，術後は水分出納を管理することが，合併症予防につ

ながる。なお，血清アルブミン値の低下が見られる場合は，脱水の進行が予測されるため，

早期に補正が必要となる。

❹加温・加湿，去痰薬の投与
　気道内分泌物の粘稠度が低下するよう，加温・加湿された酸素の投与を行う。必要に応

じて去痰薬を投与する。

❺合併症の早期発見
　予防的なケアの実施に並行し，合併症の早期発見のために観察を行う。呼吸数，呼吸の

深さ，胸郭の動き，呼吸音，経皮的酸素飽和度（SpO2），喀痰量，チアノーゼの有無を経

時的に観察する。必要に応じて，動脈血ガス分析の結果を把握する。併せて，効果的な呼

吸を阻害する要因の把握のため，疼痛コントロール状況，排痰状況，意識レベルの観察な

どを行う。

■■ 3. 合併症発現時のケア

1 無気肺発症時のケア

　呼吸状態の観察と検査所見の確認を行い，悪化の徴候の早期発見を行う。効果的な換気

を阻害する痛みをコントロールしながら，体位変換や離床を積極的に行い，排痰を促す。

十分な補液を行うとともにネブライザーなどを用いて加湿を行い，必要に応じて気管内吸

引を実施する。去痰薬や抗菌薬を使用する場合もある。

　喫煙などの生活習慣，感冒症状の有無や肥満など，呼吸器に影響する要因の有無を把握

し，ケアを計画する。

（3）予定術式や麻酔を踏まえた予測
　術式によって呼吸器系への影響は異なり，長時間の手術では，麻酔の影響は大きくなる。

また，胸部や上腹部の手術は呼吸のしづらさに直接影響する。患者側特性と手術麻酔の特

性に関して，呼吸器系への影響が大きく合併症のリスクを高める要因を，表 5-ⅡA-1と

してまとめた。

❷禁煙指導
　喫煙は，気管を刺激し分泌物の量を増加させることに加え，気管の線毛運動の機能を低

下させ，分泌物の排出を困難にする。そのため，手術を受ける患者には禁煙を指導する必

要がある。

❸呼吸訓練と早期離床の指導
　呼吸訓練として深呼吸や排痰法を指導し，術後に深呼吸を自主的に行うことや早期に離

床を進めることの必要性を指導する。気道内分泌物を喀出する必要性を患者が理解しス

ムーズに取り組めるよう，術前から加湿の必要性の説明や，排痰法の練習を行う。術後は

創の痛みがあることも予測されるため，疼痛コントロールの必要性を伝え，創を保護しな

がら咳をする練習なども実施する。
▶  深呼吸　術後に有効な，腹式呼吸や胸式呼吸などの呼吸法を習得できるよう支援する。

深くゆっくりした呼吸により換気量を増やすとともに，可能な範囲で術後早期より上体

を起こした姿勢をとり，胸郭を十分に広げて呼吸をする必要性を説明する。
▶  排痰法　咳嗽時には創部を強めに圧迫し，小さな咳嗽をこまめに行って少しずつ排痰で

きるよう促す。

2 術後の看護

❶疼痛管理
　術後に疼痛があると，呼吸が浅く早くなり，1回換気量が減少する。その結果，肺胞が

十分に膨らまず無気肺となりやすい。また，疼痛の増強により咳嗽が抑制され，痰の喀出

が困難となることも無気肺の要因となる。積極的に疼痛管理を行い，深呼吸や排痰がスムー

表5-ⅡA-1 呼吸器合併症のリスクを高める要因

❶閉塞性肺疾患（気管支喘息，肺気腫，慢性気管支炎）：気管の過敏性あり（気管支痙攣のリスク），気道内分泌
物の増加，喀痰困難
❷高齢者：呼吸機能の低下により閉塞性障害や拘束性障害が見いだされやすい
❸全身麻酔，長時間麻酔：気管挿管や麻酔薬の影響増加
❹胸部および上腹部の手術：術後の呼吸抑制が生じやすい
❺肥満：麻酔薬の影響が残存しやすく効果的な換気が困難となりやすい
❻喫煙：気道内分泌物の増加，気管の繊毛運動や末梢気道の異常
❼感冒：気管過敏性あり（気管支痙攣のリスク），気道内分泌物の増加
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❶ 糖尿病の治療歴
　診断された時期，これまでの治療歴，患者の病識や自己管理方法，自己管理能力などを

確認する。

❷ 現在の治療方法およびコントロール状況
　現在はどのように血糖コントロールを行っているのかを把握する。また，表 10Ⅰ-2に

まとめた血液検査によって，現在の血糖値や，過去 1～ 2か月の血糖値HbA1c（酸化ヘモ

グロビン）直前前の血糖値とフルクトサミン（糖化たんぱく）約 2週間の血糖コントロール状

況（空腹時血糖）からコントロールが良好になされてきたのかを確認する。

　血糖値は動脈血，毛細血管，静脈血の順に高い。臨床で最も一般的に用いられている簡

易血糖法では誤差が生じることもあるため，正確を期する測定では，動脈血もしくは静脈

血による測定とする。

❸ 糖尿病合併症の有無
　糖尿病性腎症，糖尿病性網膜症，糖尿病性神経障害は糖尿病の三大合併症であり，これ

らの存在は糖尿病の重症度を把握するうえでも重要であるため，関連する検査データを確

認する。また，糖尿病患者は易感染性があるため，皮膚障害の有無や口腔内の衛生状態も

確認しておく。

2 術前血糖コントロールの目標値

　術前の血糖値が空腹時 160mg/dL以上，食後 2時間 220mg/dL以上の場合は全身麻酔が

困難とされる。また，HbA1cが NGSP値で 8.4%，JDS値で 8.0%以上の場合は長期間に

わたって血糖コントロールが不良であると判断され，手術延期となる可能性がある。この

ため，外来において手術が決定した時点で患者に血糖コントロールの必要性を説明し，空

腹時血糖値が 160mg/dL未満で推移するよう自己管理を促す。空腹時血糖値が 140mg/dL

以上であればインスリンによるコントロールが望ましいとされる。

　糖尿病はインスリンの分泌低下により起こる糖代謝異常疾患であり，1型と 2型に分類

される。手術侵襲によって血糖値は上昇し，健常人でも外科的糖尿病といわれる状態とな

るが，糖尿病の既往がある人はさらに血糖値が不安定となる。血糖コントロールは術後の

合併症発症率や生存率にも影響するため，看護においてその管理は重要である。

■■ 1. 基礎疾患が与える影響

1 手術に伴う糖代謝への影響

　手術侵襲に伴って，糖代謝に影響を与える神経内分泌反応が起こる。インスリン拮抗ホ

ルモンである副腎皮質刺激ホルモン（ACTH），アドレナリン，コルチゾール，グルカゴン

などの分泌が増加してインスリンの分泌が抑制される一方で，糖新生が亢進するため耐糖

能障害を起こし，高血糖になりやすくなる。

2 高血糖による術後合併症リスク

　高血糖によって炎症反応である異化亢進が長期化するため，コラーゲン組織の形成が障

害され，創傷治癒が遅延する。糖化ストレスによって毛細血管が傷害されることも創傷治

癒の遅延の原因となる。また，高血糖が持続するとマクロファージや好中球による免疫機

能が低下し，SSI（手術部位感染）をはじめとした術後感染の発生頻度が高くなる。このほか，
表 10Ⅰ-1にあげるように，糖尿病のある人は合併症発現のリスクが高いため，周術期を

とおして血糖をコントロールする必要がある。

■■ 2. 術前の看護

1 情報収集

　糖尿病のある患者は，術前に糖尿病の治療歴，および現在の血糖コントロール状況と糖

尿病合併疾患の有無を確認する。

I 糖尿病

術後感染
創傷治癒遅延
心血管障害（心筋梗塞，高血圧症）
脳血管障害
酸塩基平衡障害（アシドーシス）
皮膚障害

表10Ⅰ-1 糖尿病による周術期合併症のリスク 現在のコントロー
ル状況

•空腹時血糖値
•血糖値日内変動
•経口糖負荷試験（OGTT）

• HbA1c（糖化ヘモグロビン），フルクトサミン（糖化たんぱく）
•尿（比重，尿糖，尿ケトン体，尿たんぱく）

糖尿病合併症の有
無と程度

•腎症：電解質，クレアチニン，BUN，クレアチニンクリアランスなどの腎機能検査
•網膜症：眼底検査
•神経障害：神経学的検査（知覚検査，自律神経検査など）
•心血管障害：血圧，心電図，ABI，心臓超音波

表10Ⅰ-2 糖尿病患者の術前検査
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