側彎症の患児の呼吸訓練に遊びを取り入れた効果
Effect of a playing introduction on breath training for child:
Patient with scoliosis
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旨》

側響症の患児の呼吸訓練に遊びを取 り入れた ことで､患児の訓練に対する意欲 を引き出す こ
とができ､毎 日継続 して行 うことができた｡遊びを取 り入れた呼吸訓練は､看護介入 として有
効である事 を再認識 した｡
《キーワー ド》
側鷲症

遊び

呼吸訓練

1.は じめに
側警症の手術には前方手術 と後方手術がある｡当科では治療上の利点か ら前方手術 を実施
することが多い｡この手術の場合開胸 とな り､手術後も長期臥床安静 を強いられ るため､肺合
併症 を起 こす可能性が大き く呼吸訓練が重要 となる｡そ こで､術前よ り トリフローや深呼吸の
訓練 を行 っている｡
しか し､小児にとっては呼吸訓練の必要性は理解 しに くく､積極的に取 り組めないことがあ
る｡入院中の小児にとって､遊びの重要性は多 くの先行研究でも述べ られている｡今回､長期
臥床の側響患児が呼吸訓練に上手 く取 り組 めず､肺合症によ り手術が延期になった事例 を経験
した｡そ こで､呼吸訓練に遊びを取 り入れ ることによ り練習に積極的に取 り組め､手術可能 と
なった事例について報告する｡

2.事例紹介
患者 :10歳未満女児
経過 : ①

診断名 :脊椎側響症

T5‑T9前方解離術 頭蓋 ･大腿骨牽引

(
診 T1‑T4前方解離術

③

T1‑Ll後方矯正固定術
3回の手術 を施行｡

安静度 :頭部クラッチフィール ド牽引

ギヤツチア ップ 300右側臥位禁止

既往 :鳴息

3.実施および結果
呼吸状態に問題な く 1回 目の手術は終 了 し､全身状態が安定 した頃か ら呼吸訓練を再開 し
た｡この頃の呼吸状態は､夜間のみ酸素 2リッ トルカヌラ実施｡動脈血酸素飽和度 99‑ 10
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0%で､ルームエアー下で動脈血酸素飽和度 96‑100%だった｡ 術前と同 じように トリ
フローや上肢を挙上 しなが らの深呼吸を行っていた｡しか し.床上安静の中で行わなければな
らない事や療病を伴 うことか ら､訓練を促 してもあま りやろうとしない状態が続いていた｡そ
の結果､呼吸状態の回復が遅れ､レン トゲンで左下肺に無気肺が認められた｡小児科の術前診
断では､左肺の呼吸音が右肺と同 じになるまで､手術は延期が望ま しいとされ､2回目の手術
が延期となった｡そこで､呼吸状態の改善についてカンファレンスを行い､具体策を患児 と相
談の上､遊びを取 り入れた呼吸訓練を計画 した｡

1)呼吸訓練として､ぬいぐるみを動か して捕まえるように して上肢の挙上運動をする｡風船
や ど‑チポールを膨 らませる｡看護師と一緒に膨 らませた風船等を投げて遊ぶ｡
2)毎日行 う訓練を表に し､ベッ ドサイ ドに貼 り実施できた時は好きなシールを貼った り､患

児の好きなキャラクターの絵を看護師が描 く｡
3)リコーダーを使って呼吸訓練を行う｡母親の提案で缶笛の製作がされ呼吸訓練に使用 した｡

患児は訓練中に笑顔も見 られるようになった｡ビーチボールが特に気に入ってお り､膨 らま
せた後は､看護師と楽 しそうにベッ ド上でポール投げをしていた｡退院時 ｢
呼吸訓練の中で一
｣と言っていた｡ これ らの実施により､毎 日呼吸訓
番楽 しかったのは､ ビーチボールだった｡
練ができるようになった｡1週間後の小児科の診察では､呼吸音が改善 しているとの診断があ
り2回目の手術が実施できた｡以降は予定通 り手術が行われ､術後も呼吸状態の悪化はなかっ
た｡
表は､患児の興味を引き､練習意欲が湧 くように､本人の好きな物を取 り入れて作 った｡ま
た､
絵 と色彩を使って目を引き､わか りやす くしたため､いつ何をすればいいのか明確にな り､
毎日看護師さんが
看護師がいなくても母 とともに訓練ができるようになった｡(
図 1､図 2)｢
どんな絵を書いて くれるのか楽 しみに している｡
｣｢どの くらいやったか形になって見 られるか
｣という言葉が､患児と母か ら聞 くことが出来た｡学童期という成長段階も考
ら励みになる｡
え､リコーダーを使って､学校の音楽で勉強 している ｢
パフ｣という曲を吹けるのを目標に頑
張った｡

4.考察
訓練を ｢させ られる｣という意識は意欲を減退させ､治療の拒否につなが り兼ねない｡自分
が納得 して楽 しみも持ちなが ら行えたことで､訓練を積極的にできたのではないかと思 う｡そ
して､遊びの内容についても患児 と相談 し､興味があることなどを取 り入れたことが､患児の
意欲 を引き出すことにつながったと考えられる｡鹿末は ｢
子 どもにとって､遊びは欠かせない
ものであり遊びを通 して､自分自身を発見 した り､周囲の状況を理解 した りし､不安に対処す
ることを学んでい く｡｣1
)と述べている｡今回の事例を通 して入院 している子どもの遊びの必
要性を認識 しなが ら､それがケアに生かされていなかった現状に気づ く事ができた｡そ して､
意欲を引き出すことや訓練の継続を可能にするために､遊びの要素を取 り入れることが重要で
あることを再認識でき､遊びを取 り入れた訓練は看護介入として有効だった｡遊びの効果が患
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児の発達や治療効果を高めることを十分に認識 し､子 どもの発達段階に合わせ､工夫をした援
助を行っていくことが重要だということを学んだ｡
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図 1 呼吸訓練スケジュール表

2
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図 2 呼吸訓練練習表

