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今月の特集
「Emergency！」

急変の早期発見・早期対応のための知識
患者さんの急変は院内いたるところに常に潜んでいます。

今回、診療看護師から急変の前兆について、摂食嚥下障害看護、脳卒中リハビリテーション看護、
がん化学療法看護の認定看護師から各分野における Emergency と看護のポイントについて紹介します。

急変の前兆を
見逃していませんか？

そもそも急変とは？

予想を超えた状態の変化を急変といい、観察者
の予測範囲によって異なります。一般的には、病
態（症状）の悪化を意味する事が多く、何らか
の医療処置を必要とします。症状の変化が突発
的で、悪化が進行性である事が多く、状況の放
置や対処の遅延が生命を危険にさらします！

急変には前兆があることを知っていますか？

つまり、患者さんの状
態変化（悪化）にい
ち早く気付き、対処す
れば、急変を防ぐ事が
出来るという事がわかり
ますね。

「予期せぬ心停止や死亡症例の60〜70%の症例
では心停止の6〜8時間前に急変の前兆が認めら
れる！」と言われています。

急変の前兆ってどんな症状ですか？

• ストライダー（吸気時の喘鳴）
努力呼吸

• 呼吸数：≦ 8 回 or ≧ 25 回

• SpO2：≦ 90 %
• 脈拍：≦ 40 / 分 または ≧ 130 / 分
• 収縮期血圧：≦90 mmHg or 30 mmHg 以上の

低下
• 意識：レベル低下、落ち着きがない、傾眠
• 尿量：＜ 50 ml / 4時間（腎不全は除外）
• あなたが心配な時

心停止に陥ってからの介入は予後不良と言われ
ています。では、なぜ院内で心停止に陥るので
しょうか？本研究では要因として以下の事が挙
げられています。

• 観察が不十分だった
• 重症化を認識していなかった
• 助けを呼ばなかった
• 助けを呼んだが遅かった
• 助けてくれる人がいなかった

「院内心停止」に関する研究
(N Engl J Med 2011;365:139-46.)

患者さんにとって身近な存在である看護師が、
患者さんの状態の変化を早期に認識し、対処す
る事で、予期せぬ急変を未然に防ぐ事が出来る
かもしれません。患者さんの声に耳を傾けること
はもちろん、声なき声にも目を向け、
急変の前兆を見逃さないようにしましょう！

powerful sign
呼吸数を測定しましょう！

診療看護師 鈴木なつみ

皆さんも、思い当たる節があるのではないでしょうか？



〔窒息・誤嚥を予防する摂食嚥下のプロトコール〕

摂食・嚥下障害看護におけるイマージェンシーは、なんといっても食事による窒息・誤嚥です。摂食嚥下のスクリー
ニングを行い、窒息・誤嚥の予防につなげていくことが重要です。
今回は、摂食嚥下のスクリーニングを活用した窒息・誤嚥予防のためのプロトコールを紹介します。

認知症の患者さんでは、認知症の食事前、中、後の摂食嚥下障害というものがあります。入院前の食形態や方法
(食具や姿勢、環境など)を家族に確認し対応することも大切です。また、食はその人らしく生きるために不可欠なも
のです。窒息・誤嚥の予防に努め「食事を楽しみたい」という患者さんの気持ちを尊重して関わりたいですね。最後
に、定期的な口腔内の観察と口腔ケアを忘れないでください。 摂食・嚥下障害看護認定看護師 髙橋奈美

嚥下問題なし
医師の指示通りの食事

摂食嚥下障害の可能性あり
ST、耳鼻科依頼を医師に相談

意識の回復を待つ
医師かST相談
TPNか経管栄養

摂食嚥下障害の可能性がある
入院前の食事内容での摂食嚥下状況
から、食形態、食具や環境を検討する
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飲水テスト４か５

【摂食嚥下障害看護分野のEmergency】

安全に美味しく食べるために

意識がある

指示が通る
認知症がある

摂食嚥下スクリーニング
飲水テスト４か５

脳疾患は症状が弱いと見逃されやすく「気づき」が重要です。脳卒中は早期発見により後遺症を最小限にできる
可能性があるので、脳卒中の「FAST（ファスト）」を理解していただき、早期発見に役立てて下さい。

「Ｆ」Ｆace（顔）
顔のゆがみを見る。顔の縦
半分、口角が下り、左右
対称でない。「イー」という
口をしてもらうと左右の動
きの違いが分かりやすい。

「Ａ」Ａrm（腕）
腕の片側の麻痺を見る。
両手を胸の高さまでまっす
ぐ挙げ保持する。麻痺して
いる手は下に落ちたりぐら
つく。

「Ｓ」Speech（話）
言葉の障害を見る。話せ
るけど呂律が回らない、言
葉が出ない、思ったことと
違った返答をする。

「T」Time（時間）
F・A・Sの症状があればす
ぐにDr.call

上記、F（顔）A（腕）S（話）の症状のうち１つだと72％、３つすべてだと85％以上が脳卒中の可能性がありま
す。早期発見で少しでも後遺症を軽くできるように、脳卒中の「気づき」を身に着けていきましょう。
FAST（ファスト）で脳卒中を疑い、専門医師、病棟で早期に治療‼
今後脳卒中METが始動します。次号で詳しく説明します。 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 皆川真澄

【脳卒中リハビリテーション看護分野のEmergency】

口の片側からが
こぼれ落ちる

箸や茶碗がもてなく
なる、掴んでも落とす

会話が成り立たない 最後に患者を確認
した時間をチェック



今まで「抗悪性腫瘍薬投与管理表」として運用してきましたが、
今年度より抗体製剤も含めているため「抗悪性腫瘍薬・抗体
製剤投与管理表」に名称を変更しました。現在（2021年4月時

点）当院で使用されている、抗がん剤・抗体製剤を全て掲載し
ています。投与管理表には、抗がん剤や抗体製剤を投与する
際の注意事項や気をつけるべき副作用などがまとめてあります。
自分たちが扱う抗がん剤・抗体製剤の理解をより深めるため、
患者さんに安全に投与できるためにも目を通してみてください。
各薬剤の添付文書も載せています。是非参考にしてください。

＜参照方法＞
AZON✉お知らせ➡会議・委員会等
➡抗がん剤安全投与委員会➡抗悪性腫瘍薬の注意事項
➡抗悪性腫瘍薬・抗体製剤投与管理表

リニューアル！
「抗悪性腫瘍薬・抗体製剤投与管理表」

化学療法中のEmergencyで注意が必要なのはアナフィラキシーショックとInfusion Reactionです。
似たような症状が生じますが、今回はこのふたつの違いを簡単にご紹介します。

どちらも早期発見対処が重要となります。
予防のため、前投薬の内服や点滴がレジメンに組み込まれているものもあります。
詳しくは「抗悪性腫瘍薬・抗体医薬投与管理表」を参照してください。
薬剤の特性を理解して投与管理をおこないましょう。
患者さんへの説明、観察をよろしくお願いします！ がん化学療法看護認定看護師 吉田美貴子

過敏症
アナフィラキシーショック

Infusion Reaction（IR）

発生機序 IgE抗体反応 Ⅰ型アレルギー反応 不明、サイトカイン放出惹起？

好発時期 初回投与時
※プラチナ系薬剤は複数回投与時

投与開始後15分以内（早いほど重篤）

初回投与時
投与開始〜24時間以内
投与速度アップ後

起こしやすい
薬剤

殺細胞性抗がん剤
タキサン系：パクリタキセル、ドセタキセル
プラチナ系：シスプラチン、カルボプラチン、

オキサリプラチン
ロイナーゼ、ブレオ など他複数

モノクローナル抗体医薬（分子標的薬）
リツキシマブ、ガザイバ、トラスツズマブ、
アービタックス、パージェタ、カドサイラ

など他複数

対応 即、点滴中止
ステロイド剤、抗ヒスタミン剤投与
薬剤変更必要なことあり

一旦、点滴中止
ステロイド剤、抗ヒスタミン剤投与
症状改善後、投与再開可能

症状 軽度：蕁麻疹、掻痒感、咽頭違和感（イガイガする、痺れる）、悪心、冷や汗 等
重度：呼吸苦痛（気管支狭窄、低酸素血症）、血圧低下、意識消失 等

【がん化学療法分野でのEmergency】

IRでは
悪寒・発熱も多いです

がん性疼痛緩和マニュアル
院内スマホで閲覧可能！

「ダウンロード手順」に沿って操作し
「ブック」で閲覧ください

ダウンロード手順の入手
①院内メール

➡ 5月19日 送信
②デスクネッツ

➡ 5月20日のお知らせ欄



発 行：看護部
担 当：髙橋（奈）

皆川
管 理：髙橋（紀）

皆さん、リニューアル第2号はいかがでしたでしょうか。
今月から特集のテーマを設けそれぞれの分野や立場から看護に
役に立つ情報をお届けしていきます。次号もお楽しみに！
6月は梅雨の時期。ジメジメと湿度の高い日が続きます。
体調管理に気を付けつけ「リラックス脳」を得てスッキリし乗り切っていきましょう。

記：髙橋 紀子

次号の案内

１年以上続いているcovid19との闘いの中、新年度がスタートしました。
新しい環境に身を置かれた方をはじめ、皆さん旅行や外食など気分転換も図れず、緊張の連続で疲れが溜まっ
てきている頃ではありませんか？寝ても疲れが取れない、休み明けなのに体がだるいという方もいるのではないでしょ
うか。それは、「脳」が休めていない証拠です。今回、リラックスできる方法を脳卒中リハビリテーションCNとして「脳」
目線でお教えします。
普段〝疲れた〟〝夜勤明け〟との理由で寝だめやパジャマのままで一歩も外に出ない、なんてことはありません
か？脳の回復=リラックスを得るには、何もせずただ休むだけではなくちょっとした刺激（変化）が必要です。脳は、
活動時（仕事時）には交感神経が優位な【働き脳】として戦闘モードになり、逆に休息時は副交感神経が優
位な【リラックス脳】として疲れを癒すモードになります。この【リラックス脳】を獲得するためには【働き脳】のちょっとした
刺激を取り入れることが必要で、その刺激により【働き脳】から【リラックス脳】に切り替わり、脳の疲労の回復が促
進されスッキリ感をもたらしてくれます。

コラム

散歩や簡単な筋トレなど体を動かす
入浴剤を入れたお風呂に入る
ちょっと高い食事をテイクアウトする

友達と電話で話す
お気に入りの服を着る
外に出ないけどメイクする

「働き脳」のちょっとした刺激の例

ゴロゴロ
ただ休む

疲れが残る

イキイキ💛

元気な働き脳

ちょっとした刺激
メリハリのある生活

活動時の働き脳

スッキリ！

休息時の
リラックス脳

緊張の多いこの時期、また変則勤務や神経を使う看護師の仕事にとってコンディションを整えることはとても
重要です。メリハリのある生活、休息のおうち時間にちょっとした刺激（変化）を取り入れ脳を癒し、心身の
健康を守っていきましょう。 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 皆川真澄

特集のテーマは「専門学会」
最新のエビデンスが集まる学術集会。どん
な学会があるのか、学会の特徴やオススメ
の学会、発表や参加の意義などについて
取り上げていきます。脳卒中METの情報も
楽しみですね。担当は、救急看護、 新生
児集中ケアの認定看護師の皆さんです。

※テーマは予告なく変更となる場合があります

心温まる素敵な話：8西病棟

入園式を迎える娘さんがいたHさん。個室で闘病中で入
園式への参加が叶わず娘さんと病室で面会していただくこ
とに。Hさんは新しいパジャマに着替え、担当Nsがマニキュ
アを塗ってくれました。病棟Nsの粋な計らいでHさんは患者
さんからお母さんに大変身。夕方園服姿に黄色の帽子、
肩から幼稚園バッグをかけた娘さんがご家族と来院し面会。
病棟Nsと回診に来たDrから祝福を受け、Nsが可愛くデコ
レーションした記念写真が贈られました。患者さん・ご家族
の大切な日をみんなで祝う。みんな笑顔に包まれてとても
素敵な時間でした。8西Nsの皆さんありがとうございました。


