脊髄損傷合併妊婦の看護
NUTse mamagemennt of the pregnant patient
with spinal cord injury

信州大学医学部附属病院 池田美恵 宮津美由紀 斉藤昭子 下村陽子

脊髄損傷合併妊婦t
よ 妊娠に伴 う体の変化によ り､合併症の増悪や 日常生活の面で､問題が生 じ
る｡今回､脊髄損傷後第一子 を帝王切開にて出産 し､第二子を予定帝王切開のため入院された妊
婦に関った｡患者 と共にケア計画を立案することや専門看護師の介入､医師や N1CUスタッフ
との連携等チーム医療の重要性を改めて認識 した｡そこで､入院時か ら産祷期までの看護につい
て振 り返 り報告する｡
キー ワー ド:脊髄損傷合併妊娠 個別的看護 チーム医療

はじめに
脊髄損傷患者は､妊娠に伴 う体の変化により､合併症である自律神経 過緊張症状の増悪や祷痕等の リスク
が高 くなる.しか し､一方で脊髄損傷者の出産例は少なく､支援する専門家側のデータや知識が不十分で
あるo今回､脊髄損傷後第一子を帝王切開にて出産 し､第二子を予定帝王切開のため入院 された妊婦に関
った｡第一子分娩の際は､患者 も看護者も初めての体験であり､試行錯誤 しながらの入院生活であった｡
今回はその体験を元に患者 と共にケア計画を立案 し､援助を行った｡そこで､入院時から産裾期までの看
護 について､貴重な体験 を報告す る｡
<倫理的配慮 >この症例をまとめ発表す るにあた り､看護研究倫理委員会の承認 と本人の了承を得ている｡

Ⅰ対象

年齢 :34歳
家族構成 :両親､夫､長女
現病歴 :平成 9年 4月 交通事故で胸髄 4損傷､下半身麻疹のため車椅子での生活
平成 1
2年

結婚

3年 2月 脊髄損傷合併妊娠 と骨盤位のため予定帝王切開にて第 1子出産
平成 1
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Ⅱ第一子妊娠時の経過と看護
妊娠 1
6週 :尿路感染のため発熱あり､抗生剤内服､入院にて点滴行 う

1
9週〜21週 :血′
J
､
板1
0.
5万まで減少 し､管理入院
20週 :水腎み られ､尿留置カテ‑テノ
挿巨人

3
6週 :脊髄損傷合併妊娠 ･骨盤位のため予定帝王切開目的で入院

3
8週 :予定帝王切開にて第 1子分娩
硬膜外麻酔旺用､術後入院中に自律神経過緊張による発熱み られる
1日目母児共にi
邸完
産後 1
第一子入院時の看護問題 と看護の実際

a起立性低血圧
計画 :どのようなときに症状がでやすいか 1日血圧測定を行 う｡その後適宜血圧測定｡
実際 :午前中､座位時に症状出現
症状が軽減するまで待って､患者が判断 し､洗面行っていた｡
移動時等に症状み られるが､日常生活はほぼ自立 していた｡患者自身が どのようなときに症
状が出やすいか把握 し､予防行動をとれていた｡

b自律神経過緊張による症状
計画 :術後は皮膚からの不快な刺激を最小限にするために､硬膜外麻酔使用
実際 :排便前後に軽度症状出現､頭部下げ軽快 していた｡
腹部緊満時に額に汗が出る､頭が締め付けられる､顔面紅潮等の症状あ り｡
腹部緊満時､自律神経過緊張による症状がみられるが､患者にとって腹部緊満は初めての体
験であり､目安にはならなかったため､直接腹部に触れた り､出血や破水の有無を確認 した
りしていた｡
手術直後8
淵 莫外麻酔にて症状み られ 汽

C血栓塞栓症
計画 :弾性包帯 ･ス トッキング検討､下肢の他動運動
実際 :弾性包帯 ･ス トッキングは麻痔のある下肢に圧迫を加えることに不安あ り使用せす㌔
下肢の他動運動､ハ ドマー施行｡
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d裾癒
計画 :フローテーションマ ッ ト使用
術直後は体位交換 と仙骨部 ･下肢のマ ッサージを 1時間毎施行
足浴

実際 :患者の希望あり､フローテーションマ ッ トを貸 し出し､使用 した｡術前は患者 自身で体位交
換を行 う等の予防行動が とれた｡術後は､こちらで 1時間毎に体位交換 とマ ッサージ行い､
予防できた｡

eセル フケア不足
計画 :①清潔 :必要時シャワー浴介助
②移動 :診察時､内診台‑移動の際に援助
実際 :調子が良ければシャワー 自力で行なえていた｡
過
夫の援助が得 られるときに入浴｡2回/

f育児支援
計画 :児 との早期面会
病室での育児はコッ トを病室 と新生児室に 1つずつ置き､移動は抱っこヒモを使用し､車椅
子にて行 うことを患者 と話 し､決める｡
実際 :術前に､児 との早期面会を希望されていたが､術後の発熱のため行えていない｡
病室での育児を上記の方法で行った｡

Ⅲ第二子妊娠中の経過と看護

入院年月 日:平成 1
6年 4月 23日〜5月 3日
妊娠中の経過 :妊娠 1
7週 水腎み られ尿留置カテーテル挿入

2
4週 尿路感染による発熱あ り､抗生剤内服
26週 貧血あ り､鉄剤内服開始

3
2週 血小板減少(
l
l
.
7万)と羊水過多あ り､1週間毎に外来にてフォロー､
その後血小板横ばい｡
羊水過多については 7
5gOGTr施行､問題なし
34週 破水盛にて瓶

破水は否定 血′
J
噸 減少あ り､管理刈完勧められ､刈昆
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3
7週 予定帝王切開にて男児出産 硬膜外麻酔旺用､術後経 凪情調
児は｢過性多呼吸のため小児科入院
母のみ 1
0日日週 完
児は 1
6日目i
邸完
第二子入院時の看護問題 と看護の実際
【
術前】

a起立性低血圧
症状 :めまいが特に朝方から午前中にかけて著明｡また､急に起き上がった り､動いた りす ると出
現｡転倒転落スコアが危険度 Ⅱ
目標 :全身‑の血液循環が保てる｡ 転倒､転落 しない｡
計画 :体調に合わせて､清拭などのケアを午後に計画する｡
診察時等の移動の際は､下肢を徐々に動かしゆっくり移動｡
症状出現時は､頭部を低 くする｡車椅子上の場合は持ち手を下げる｡
転倒防止のために､ベ ッ 門司園の整頓､車椅子 とベ ッドの高さの調節を行 う.
ベ ッ ド策をつかま りやすいものに変更｡
実際 :起立性低血圧に対 して､前回に比べ､移動の際に著明な低血圧症状みられ､患者は移動に不
安があった｡そのため患者 と話 し合い､移動の際は下肢を徐々に移動することや清潔援助は症状が
出やすい午前中を避けて行 うなど､ケアの統一をはかった｡また､症状出現時だけではなく､移動
の際はコールする等､患者も予防行動が とれていた｡それにより､起立性低血圧の予防､早期発見､
転倒転落の予防ができた｡

b自律神経過緊張による症状
症状 :顔面紅潮､冷汗 (
わきの下､胸)､鳥肌､頭が締め付けられる感 じ｡
目標 :異常の早期発見､対処がされる
計画 :症状の出現や程度､血圧や体温等注意 し､異常の早期発見に努めていく｡
今回 も硬膜外麻酔挿入

実際 :自律神経過緊張症状に対 しては､血圧上昇等に注意 していく必要があったが､患者に自律神
経過緊張症状の中でよく出る症状を聞き､顔面紅潮や冷汗等の症状には特に注意 した り､自律神経
過緊張症状を誘発する要因が考えられるときは､血圧等測定した りすることで､自律神経過緊張症
状の早期発見､予防ができた｡手術後も手術創等からの不快な刺激を最小限にするため､前回同様
に硬膜外麻酔旺用し､コン トロール されていた｡
C血栓塞栓症
目標 :血栓塞栓症が起きない
計画 :体調良く､ご本人の希望あれば､足浴を 1回/ 日行 う｡
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体位変換 と下肢の運動は 2‑ 3時間毎に自分で行ってもらう｡

35過よりカプロシン皮下注射開始
実際 :血栓に対 しては､自宅では夫が毎 日マ ッサージを行っていた｡当院では刈荒された妊婦には
全例弾性ス トッキングを勧めてお り､入院時､医師より弾性ス トッキングとAVイ ンパルスを勧め
た｡ しか し､患者は麻痔のある下肢に圧迫を加えることに不安があった｡そのため患者､医師 と話
し合い､まず血栓 のスクリーニングを行った｡その後､血栓の危険性や予防の必要性について患者
は納得し､3
5週より血栓予防のため､カプロシンの皮下注射開始 となる｡適宜べノダインの使用も
検討 したが､使用に当た り患者は裾癖に対す る不安もあり､医師 とも検討 した結果､使用しなかっ
た｡その代わ り､看護サイ ドにて 1回/
日の足浴 とマッサージの援助を行った｡術前 よ り患者と医師
と話 し合い､手術後は 1
‑2時間毎に下肢の他動運動行った り､早期に動静の拡大を行った りし､
血栓なく順調に経過できたと考える｡

d裾癒

5点
症状 :プレーデンスケ‑ソレ1
低血圧症状あり､ベ ッ ド上で過 ご 印寺間が長い.下半身の麻疹｡
目標 :祷癒ができない
計画 :ソフ トナース使用｡仙骨部 と瞳にフローテーションマッ ト使札
夫の協力が得 られる場合t
j
:
^浴､その他の日は清拭等行い､皮膚の清潔を保てるよう援助o
各勤務で裾癖のチェック｡
実際 :裾癖に対 しては､患者は建部に 裾唐の既往あ り､裾癖に対 して重要視 し､ ソフ トナースや
フローテーションマッ トを使用 した り､患者は自分で下肢を動かした り､予防行動が とれた｡

e､感染のおそれ
症状 :
脊駈損傷合併による易感染状態､尿留置カテーテル挿入による感染の リスク
目標 :
感染が起こらない
計画 :
外陰部洗浄を毎 日行い､清潔を保つ｡
夫の援助が得 られるときI
も嶋
入浴できないときは､清潔援助｡
実際 :セルフケア不足 と裾癒に統合 しケアを行い､感染なく紅 臥

f切迫早産
症状 :羊水過多､易感染状態､脊髄損傷患者は破水を尿漏れ と誤 りやすい
目標 :安全に妊娠継続 される
計画 :腹部緊満､出血､破水の有無の確認
感染予防に対する援助
実際 :
患者は自律神経過症状を腹部緊満の目安にしてお り､
腹部緊満時は気づ くことができていた｡
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実際､こちらでも患者の腹部に触れた り､破水や出血を確認 した りすることで切迫早産や分
娩徴候等の発見につながったと考える｡

gセルフケア不足

症状 :入浴行為､移動等に介助が必要
目標 :適切な援助が得 られ､入院生活を安全安楽に過ごす ことができる｡

計画 :
①清潔

夫の介助が得 られるときには入浴｡その他は適宜清拭 と足浴､シャンプー行 う｡1回/ 日陰部洗浄｡
洗面介助｡
②お経

排便調整は､ レシカルボン坐薬､カマ内服により時間をかけて自力で封馳

できるだけ自分で行い

たい希望あり｡必要に応 じて援助行 う｡排尿は尿留置カテーテル挿入中｡

③移動
ベ ッ ドと車椅子の移動は自力で行っている｡移動時､介助が必要なときはコール してもらう｡介助
するときは低血圧症状に注意し､ゆっくり行 う｡ベ ッド周囲の環境整備｡
実際 :セルフケアの不足に対 しては､患者 と話 し合い､できるだけ自分で行えるように検討 した｡
入浴に対 しては､外来にて入院後どのような援助が可能か話し合いを持った矢先､患者が緊急刈院
となった為､準備不足 となって しまった｡患者は全身の血液循環を良くす るためにも入浴は毎 日行
いたい希望があった｡しか し､看護者の移動に不安が強く､夫の援助がないと入浴できなかったが､
夫の援助が得 られるときは必ず入浴できるように配慮 した｡ しか し､入浴方法の検討やスタッフの
移動手技の学習訓練 とその統一､外来にて早期から､入院生活を想定 した話 し合いが必要であった
と考える｡

【
術後】
以下は術前の看護問題に追加 とする｡

d裾創
症状 :プレーデンスケール 1
3点
術後の安静
目標 :裾別ができない
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計画 :ソフ トナース使札 仙骨部 と睦にこんにゃくマッ ト使札
術後 1‑ 2時間毎の体位変換 と裾別のチェック｡
‑2時間毎に行 うことで､予防できた｡
実際 :手術後はそれに加え､下肢の他動運動を 1

h術後の呼吸機能低下
症状 :肺活量の低下､本人より術後の啄疾に対する不安の訴えあり｡
目標 :術後啄疾が有効に行える 効果的な呼吸パターンを維持できる｡
計画 :呼吸器専門ナースの術前 ･術後訪問の触 院⊃
インスピロン使用 し､加湿することで塔疾促すこ
自力で啄疾できない可能性考え､吸引の準備｡
帰室後早期に半側臥位‑体位変換､就寝前まで 1時間毎の体位変換により､啄疾促
す｡
含嚇介助や 口腔内保湿の援助行 う｡
インスピロンが有効でない場合､ネブライザー使用する
実際 :術後の呼吸機能に対 しては､患者は前回帝王切開時よりも肺活量の低下みられたことと以前
の手術の経験上､噂疾に不安があった｡手術前より､患者の不安を聞き､医師や呼吸器専門看護師
と話 し合い援助が行えた｡術後 1‑ 2時間毎の体位変換 とインスピロン使用し､自力で噂疾できて
いた｡手術当日は呼吸器専門ナースよりア ドバイスあり､呼吸がよりしゃ れ ､
ようにベ ッドギヤツ
チアップ し半坐位 とり､呼吸苦等なく順調に経過 した｡

i弛緩出血

症状 :
脊髄損傷による筋弓
臓 と運動麻痔のため､子宮復古不全や弛緩出血を起こしや れ ､
O
羊水過多

目標 :弛緩出血を起 こさない｡
計画 :子宮収縮､出血量の確認
実際 :子宮収縮 ･出血量問題な し

j育児支援

症状 :前回､1日経ってからの児 との面会に後悔が残っている｡
コッ トの高さ等工夫 し､病室で育児行えていた｡
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今回 :児小児科入院 クベース管理 とな り､M CU まで面会に行 く必要があった｡
目標 :育児がスムーズに行 える｡
計画 :
NI
CU スタッフ とのカンファレンス
児の状態良ければ早期 に面会 してもらう｡
育児についても児の状態 と母の体調に合わせて行 ってい く｡
面会時､移動の際は付き添い､ ドアの開閉や手洗い介助行 う｡
クベースを高 さの調節できるものに変更
実際 :育児支援については､児が小児科入院 とな り､クベース管理 となったため､N CU‑の訪室
が必要 となった｡車椅子 とクベースの高 さが合わず､
授乳等の育児行動が制限 され る状況 となった｡

M CU スタッフと話 し合い､クベースを高 さの調節できるものに変更 した り､ガ ウンのかける高 さ
を調節 した りし､ 自分で行えるよう配慮 した｡ また､できるだけクベース外で育児が行えるよ うに
医師 と話 し合 うことで､児に関わることができた と考える｡児が入院 となったため､患者の希望で
あった早期の面会は実現できなかったが､入院中も毎 日 M CU スタッフとカンファレンスを行い､
できるだけ患者が児に関われ るよ うな援助が行え､患者の意向に沿えた と考える｡

Ⅳ考察
脊髄損傷妊婦には､合併症の増悪に関する問題や 日常生活活動の面での問題が生 じる｡それによ
り､妊娠管理の為に早期入院が必要になる場合もある｡そのよ うな経過の中での妊婦の不安は とて
も大 きいもの と考える｡今回の関わ りの中で､特殊なニーズを持つ妊婦に対 しては､一般的な妊婦
指導に加 え､個別指導､個別的な援助がよ り重要であ り､しかも早期か らの関わ りが必要であった｡
早期か ら今後起 こ りうる問題 を予測 した看護計画を話 し合 うことで､患者の不安を軽減 し､継続 し
た個別的な援助が可能 となる｡
また､患者は､前回の妊娠経過以上に起立性低血圧症状強 く､母体の負担が大きいことか ら､今
回の妊娠 ･出産‑の不安が強かった｡それに対 して前回の体験 を活か し､看護スタッフが患者 との
充分な話 し合いを持った上で､医師や専門看護師な どの他職種に介 入を依頼 したことが､不安の軽
減や合併症の予防､
早期発見につながった と考える｡医療チームの連携 を強 く感 じた場面であった｡
今回は児が小児科入院 となって しまったため､患者の希望であった早期面会 と病室での育児が行え
なかった｡ しか し､当院は周産期病棟であ り､母親 と児が同 じフロアにいることか ら母児の情報が
交換 しや れ ､とい うメ リッ トがある｡それを活か し､毎 日N ICUスタッフとカンファレンスをす
ることで､育児環境の配慮な ど母児の関わ りがスムーズに行えるよ う援助 した｡それによ り､患者

1
40

からの満足できたとい う言葉をきくことができた｡これ らの関わ りから､チーム医療の重要性を改
めて再認識することができた｡

まとめ
前回出産時は､患者も看護者も初めての経験であり､不安を抱えたままの入院生活であった｡今
回は､その経験からお互いが歩み寄れるよう､患者 と共に話 し合 うことを大切にして関わ りをもっ
た｡ このことは､私たちにとって脊髄損傷合併妊婦に起 こる問題や必要な援助を学習する貴重な体
験 となった｡また､脊髄損傷妊婦のような特殊なニーズを持っ妊婦に対 しては､早期からの個別的
かつ継続的な看護が重要であることを再認識 した｡今後 もハイ リスク妊婦と関る機会が多いと思 う
が､今回実感 した個別的かつ継続的な看護の重要性をこれからの看護援助につなげていきたい｡
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