載

短期集中連

訪問看護における
フィジカルアセスメント
に学ぶ

１

第

回

在宅療養を支援する
フィジカルアセスメント
病気をもちながらも，住み慣れた家で療養生活を送りたいと望む患者が
増加し，訪問看護の需要はさらに高まっています．介護事業サービスを
展開するセントケア・ホールディング
（株）
と在宅療養患者の生活支援を
目的とする，訪問看護師のための新しいフィジカルアセスメントの手法
を共同開発した名古屋大学の山内豊明教授に，訪問看護におけるフィジ

山内豊明

Toyoaki Yamauchi
名古屋大学医学部保健学科基礎看護学講座教授

カルアセスメントについて３回にわたり，解説していただきます．

1985年新潟大学医学部医学科卒業後，内科医，精神内
科医として８年間の臨床経験を経て，カリフォルニア
大学医学部に勤務．98年に大分県立看護科学大学助教
授に就任．2002年より現職．

フィジカルアセスメントは
患者の生活支援の手段の１つ
人間は，社会とのかかわりをもちなが
ら，自分らしい生活を送りたいと望んで
いる．訪問看護の目的は，その人の生活
を支援することであり，在宅での療養が
継続可能かどうかを判断するという重
要な役割を訪問看護師は担っている．

第１回目は訪問看護師が押さえておきたいフィジカルアセスメントの考
え方，２回目は呼吸器系，３回目は循環器系のフィジカルアセスメント
のポイントを紹介します．

（編集部）

フィジカルアセスメントは，その目的

くまでも手段であり，その情報を反映し

に対して適切に対処するための「手段」

た介入を行うことが目的であることを忘

である．

れてはならない．

フィジカルアセスメントとは，
・フィジカル＝身体的な
・アセスメント
＝情報を
意図的に
収集して
判断する

病院内と同様に在宅でも
急変対応の基準が必要
病 院 内 に お け るRapid Response
System
（急変対応システム）
の代表的な
コール基準の１つを紹介する
（表）
．
注目すべきは「患者さんが気になる」

ことである．そのなかで在宅療養を送る

という項目である．それ以外は，数値で

患者にとって，自分の望む生活を阻害

表すことができたり，状態像として把握

するもの，自分では叶えられないものを

できるものであるが，
「患者さんが気に

把握し，支援する．そのため，患者自身

なる」という感覚もコール基準となりう

ができることに対して「手を出さない」

る．医療者の感覚は，数値化できるもの

という介入もある．

に付加することで重要な情報となる．

しかし，アセスメントを行うことに主

訪問看護の現場では，病院に比べて

眼がおかれてしまい，患者の生活を支

急変に立ち会う機会は少ない．しかし，

援するという目的が見失われてしまうこ

多くの医療者が立ち会う病院と異なり，

とがある．フィジカルアセスメントはあ

在宅ではその日訪問した看護師１人が
illustration：よしだ みぼ
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酸素の供給状態を評価する
基本のアセスメント
人間を含む生命体は，エネルギーを消費するもので
あり，支障をきたすと生命維持ができなくなる．つ
まり，以下のことが不可欠である．

●エネルギー源の確保

･･･････栄養の摂取

●エネルギーへの変換
・変換に必要な環境････････体温の維持
・変換時に必要なもの････酸素の供給

最優先すべきこと

→「酸素の供給ができているかどうか」
● 酸素の供給＝分業体制
・酸素の仕入れ：呼吸器系
・酸素の運搬：循環器系
・酸素の運搬道具：ヘモグロビン

このいずれか１つにでも障害が出たら，酸素の供給は

このうち，時間的許容度，つまり欠乏すると生命維

不可能となる．

持が困難となるまでの時間が最も短いのは酸素であ

・呼吸器系
セットで考える
・循環器系
 量出血などがないかぎり，単体で
・ヘモグロビン→ 大

る．

急激に減少することは考えにくい

（ 呼吸器系 ）
呼吸器系の主な役割＝酸素の仕入れ
● 換気（聴診による呼吸音の評価）
● 肺胞でのガス交換
● 肺内の血液循環

（ 循環器系 ）
循環器系＝酸素の運搬
● 血液が全身に届けられているか
（脈の触知）
● 脈の程度評価，最終的に身体のすみず
みまで血液が行き渡っているか

このうち，看護師が直接観察できるもの＝「換気」

（血圧測定）

→
「呼吸器系のアセスメント」
＝「換気のアセスメント」
・呼吸音の聴診で発見できることは，呼吸器系疾患
の一部

循環器は心臓に目が行きがちだが，心臓はあくまで
も血液を送り出す道具に過ぎない．心拍が確認でき
ても，期外収縮のように脈が触れない場合もある

・呼吸音に異常がなく，患者が息苦しさを訴える
場合

→血液循環の異常の可能性あり
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表

Rapid Response System（急変対応システム）のコール基準例

アセスメントを行うため，統一した判断
基準のもとで評価することが重要とな
る．

• 患者さんが気になる
• 急激な脈拍数の変化（130/分より多い，40/分未満）
• 急激な血圧の低下（収縮期血圧90mmHg未満）
• 急激な呼吸数の変化（30/分より多い，８/分未満）
• 急激な酸素化の変化（酸素投与下でSpO２90％未満）

標準化された判断基準で
バイタルサインを評価する
フィジカルアセスメントは，呼吸器
系，循環器系，消化器系，感覚系，運動

• 急激な意識低下

系，中枢神経系の機能に異常がないか

• 急激な乏尿（４時間で50mL未満）

を評価していく．

Bellomo R, Goldsmith D,Uchino S et al : A prospective before-and-after
trial of a medical emergency team. Med J Aust, 179 : 283-287, 2003.

とくに訪問看護の現場では，患者の
訴えや緊急度の高いもの，そうでないも
のなど，状況に合わせて情報にメリハリ
をつけているのではないだろうか．これ
は，経験知や勘どころなどともいわれる
ところだが，在宅の場では，
「確実にわ
かることをやる」ことが重要である．そ
れがバイタルサインを評価し，吟味する
ことである．
バイタルサインが何を反映している
かということは，臨床経験のなかで理解
していることだろう．しかし，無意識の
うちに自分のなかだけで，
「こういうと

循環器の異常が引き起こす
呼吸器疾患

呼吸困難の原因

きにはこういう変化が起こる」とパター

● 窒息，気胸

ン化していないだろうか．自分のパター

呼吸器疾患のなかには，循環器の

＝換気異常
→呼吸音に異常

異常が引き起こす疾患がある．急
に患者が呼吸困難を訴えているに
もかかわらず呼吸音に異常がない
場合は，肺梗塞（＝肺動脈塞栓症）
が考えられる．アセスメントを行
う場合，「急に呼吸困難を訴えた
が，呼吸音に異常がみられなかっ
た」という，「異常がない」ことか
らわかる情報も重要である．

● 肺線維症など
＝肺胞でのガス交換異常
→呼吸音に異常なし
ただし瞬間的に線 維組 織が 増
え，肺胞壁が硬くなることはな
いため，急変ではみられない

● 肺梗塞（＝肺動脈塞栓症）

＝血液循環の異常
→呼吸音に異常なし

ンが，他の人のパターンと同じだろう
か．
みる人の目が変わったときに，患者の
様子が変わったのか，見方が変わった
のかがわからなくなってしまうようで
は，患者の変化に気づくことができな
い．どの看護師が訪問しても，標準化さ
れた判断基準のもと，同じ観点で患者
をみることが，ケアの質向上につながる
のである．
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「腹部の聴診で腸蠕動音を判断する」

アセスメント例：

フ
フィジカルアセスメント習得のポイント
ィジカルアセスメント習得のポイント
アセスメントの目的

腸蠕動音から読み取れるもの

エネルギー源としての栄養を確保し，食物を排泄で

腸蠕動音は液状物やガスの通過音であり，正常な

きているかを患者や家族に確認する．そのうえで腸

場合，５～15秒ごとに不規則に起こる．音の減少，

の機能に障害がないかどうかを聴診によって評価す

消失は，消化の最終段階にあたる腸の機能障害が

る．

起こっていることを示す．

ポ

聴診の方法

イ

ン

ト

1

てて10～20秒で腸蠕動音が確認できる．ここでは，音の大き

腸蠕動音の聴診は，腸管内の通過確認
腹部の聴診で必要な要素･･･音の有無

さは関係なく，聴診は５分間を基準とする．

音の高さ，強さ，長さといった情報は，患者の状態を

聴診するのは，腹部のどこか１か所でよい．通常は聴診器を当

評価する情報にはならないため，不要である．

● １分以内に聞こえた場合 ････････････ 異常なし
● １～５分間に聞こえた場合 ･･････････ 減少
● ５分以内に１度も確認できない ････ 消失
また，一度，腸蠕動音が確認できれば，その時点で「腸蠕動音
に異常なし」という結論がくだせるので，その後の聴診は不要
であり，必ずしも５分間聴診を続ける必要はない．

ポ

イ

ン

ト

2

「異常なし」の理由が大切！
聴診によって「どういう事実を確認した」から「異常
がない」と判断したのかは実際に聴診を行った看護
師にしかわからない．単に「異常なし」と記録するの

ポ

イ

ン

ト

3

「亢進」はどう判断すればいい？

ではなく，どのような事実（例：聴診開始後15秒後に
腸蠕動音が聴取できた）に基づき，
「異常がない」と
判断したのかを記録しておく．

腸蠕動音の「減少」や「消失」は判断基準さえ学ん
でいれば，誰にでも評価することができる．しかし，
「亢進」は，人によって聴き方が異なるため，判断基
準を設定することができない．
このように概念としては理解していても，判断するに
は経験が求められるものもある．つまり，知識を得る
ことで判断できるようになるもの，経験を積むことで
判断できるようになるものを区別する必要がある．
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