長期にわたる不穏患者への関わり
―セルフケア拡大に向けて―
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クリッピング術後の長期不穏患者 に対 し,セルフケアの拡大 と生活 リズムを整 えるための看護 を
行 って きた｡不穏が強いため,鎮静のために薬剤使用 をせ ざるを得なかったが,生活 レベルを低下
させ ないために, 日常生活の中で実施可能な目標 を日々設定 して,刺激 を与え続 けた｡結果,昼夜
逆転の改善,不穏状態の軽減によるコミュニケーションの変化,セルフケアを拡大することがで き
たO

くキーワー ド)
不穏患者 ･セルフケア ･クリッピング術

1.は じめに
脳外科病棟では,手術後不穏 になる患者が多 く,そのほとんどは短期間で症状 の改善が見 られる｡
今回私たちは, クリッピング手術後から脳梗塞 と長期 にわたる治療上の制限によ り不穏状態が続い
ている患者 を約一年間にわた り援助 して きた｡不穏患者‑の対応 に苦慮 しなが らも,その人 らしい
生活 を再 び取 り戻せ ることを目指 して, 日々試行錯誤 し取 り組んできた｡ この事例 か らの学びを今
後 に生かすために,看護 を振 り返 った結果 を報告する｡

2.事例紹介
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名 ;未破裂動脈痛 クリッピング術後硬膜下出血 ･硬膜外腹症

家族構成 ;夫 ･娘 と同居, 息子 は別世帯
毎 日,朝夕に夫の面会がある｡
現病歴
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年頃 よ り旺牽 出現,健康診断の MRIにて未破裂脳底動脈痛認 め られた｡I
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1クリッピング術施行｡術後,硬膜下出血 を起 こし血腫除去術 外減圧術施行｡右視床梗塞のた
め高圧酸素療法施行 ｡ 4
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5骨入れ (
右頭蓋骨形成術)施行｡4
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7リハ ビリ目的 にて他 院へ転院 と
なる｡硬膜外膿癌のため,5
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頭蓋骨除去 ･硬膜外洗浄術施行｡創部洗浄 を連 日施
行す るが感染改善 されず一部皮膚欠損状態 となる｡9
/
1
3デブリー ドマ ン,2
週 間の持続洗浄開始｡
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4人工骨 を用いて頭蓋骨形成術施行｡その後,経過良好｡
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0リハ ビリ目的にて他院へ転院 となる｡
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3.看護の経過
8日〜9月1
2日) をⅠ期,皮弁移植
全経過を,入院から感染創のデブリー ドマン施行まで (5月1
3日‑1
0月 4日)を‡期 とし,不穏状態を軽減さ
部の生者のため,安静が必要であった時期 (9月1
1
0月 5日‑3月2
0日)をⅢ期 とする｡
せつつセルフケアの拡大を目指 した時期 (
このうちⅡ期 とⅢ期は,不穏の増強,治療上の安静や鎮静剤の調整,または積極的なセルフケア
の拡大など,変化が大きかった時期であった｡チーム内にとどまらず,病棟スタッフ全体で関わっ
た時期であったため,取 り上げて述べることとするO

(
Ⅱ期)
この時期は,皮弁生者のため創部の安静が重要であったが,不穏が強 く興奮状態が続 き,鎮静剤
投与に頼 らざるを得なかった｡

問題1
)&弁移植部の感染 ･創離開の.
)スク状態 :不穏 により創部の安静が守れないことに開通 した
目標 :皮弁移植部の感染 ･創離開が予防される

●

看護の実際 :創部への自己損傷予防で ミトンを着用 していたが"
はず して欲 しい"と訴えてはずそう
とする行動が頻回にみられた｡そこで,医師とカンファレンスを行い,継続 して使用 していたグラ
マリール ･ユーロジン ･ロヒプノールに加え,夜間はセレネ‑ス筋注で鎮静 をはかった｡ミトン着
用はス トレスが強いため,なるべ く傍にいるようにした｡看護婦が傍にいるときにははずすように
した｡皮弁移植術後 2週間のベッド上安静中は,鎮静剤の使用量は一定で問題はなかったが,活動
制限が解除されてからは,鎮静剤の効果が不安定になったため,生活のリズムが狂ってしまった｡
それと同時期に,拒否 ･依存的行動が増えてきた｡そこで,生活 リズムを整えつつ不穏が増強 しな
い様 に週一回医師と薬剤量を検討 した｡不穏状態 ･睡眠パ ターン ･鎮静剤の使用効果を把握するた
めに,入眠時間 ･中途覚醒時間 ･朝の覚醒時間 ･合計睡眠時間,内服 ･注射の使用時間,薬剤の効
果出現 ･持続時間について記載する表 (
表 1)を作成 し,利用 した｡これにより不穏の状態が把捉
でき,その後の看護に反映させることがで きた｡
このほかにテレビモニターで継続的に観察した り,創部の保護方法を工夫 しガーゼが容易にはず
(
芸 亨,
V､ようにしたoこれらの看護援助 '静 剤の使用により･創部の自己損傷は予防できたo

入眠時間

中途覚醒時間 朝の覚醒時間

合計睡眠時間

薬剤の効果出現時間
持続時間
.

問題2
)身体可動性の障害 ;長期臥床による活動量の低下 ･筋力低下に関連 した
目標 :介助歩行ができる
看護の実際 :2週間の持続洗浄中は,ベ ッド上で ROM を1日 3回施行 し関節拘縮の予防に努めた｡
活動制限解除後,徐々にベ ッドアップか らすすめた｡車椅子乗車時に ｢
背中痛い よ｡助 けて｡
｣な
どと訴えたため,クッション等を用いて創部の接触を防いだ り,鎮痛剤 を使用 した｡私たちは毎 日,
車椅子乗車 ･立位訓練を繰 り返 し施行 し, 1週間で介助歩行が可能となった｡ しかし,転倒のリス
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クが高 く,落ち着 きが無 く日が離せない状態だったため,常に看護婦が一人付 き添い, 日中の殆 ど
をナース ･ステーションで過ごしていた｡当病棟は 2チームの固定チーム継続受け持ち制をしてい
るが,担当チームだけでは対応 しきれなかった｡そのためチームを超えて病棟スタッフ全点で関わ
りを持った｡
看護の評価 :この時期の一番の目標は,皮弁の生着であった｡ しかし不穏のため創部の安静保持が
困姓で,看護の力だけでは及ばず,鎮静剤の使用は必要だったと考える｡鎮静剤の効果に波があっ
たが,額回に医師とカンファレンスを行い鎮静剤の量を必要最小限になるようにした｡
活動制限解除後,鎮静剤の効果が不安定になってきた頃より出現 した拒否 ･依存的行動をいかに
抑えつつ,セルフケアの拡大を目指 してい くかが次期への課題 として残 された.
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Ⅰ期は創部の損傷予防のため鎮静を図っていたが,この時期はセルフケアの拡大 と,その人 らし
い生活を再び取 り戻せるような関わ りが必要になった｡
問題 1)セルフケア能力の欠如 :不穏 ･拒否,依存に関連 した
目標 :セルフケアの自立がすすむ
看護の実際 :自発的な行動を待ち,手取 り足取 り繰 り返 し自力で施行できるように働 きかけるが,
で きない !やって !やって くれなきゃ,
｢
お湯がかかるのが怖いから嫌だよ,頭は洗わないで !｣,｢
や らない｡
｣ など拒否 ･依存的言動があった｡強 く促すと興奮状態 となった｡そこで,私たちは,
実施可能な目標 を日々設定 して取 り組んだ｡そして,実施できたことは認め,励 まし,患者のペー
スに合わせなが ら次の段階へとすすめていった｡夜間の睡眠が確立され, 日中の覚醒状況に改善が
みられるのと同時期に,拒否 ･依存に関連 した言動は少なくなった｡たとえば,食事の主食 ･お茶
は促せば自力で摂取する,車椅子で看護婦 と共に下膳 をする,排推時ズボンを上げ下げする,渡さ
れたタオルで身体を一部洗 う,などの行動ができるようになってきた｡
入眠困難 ･早期覚醒) :不穏 に関連 した
問題 2) 睡眠障害 (
目標 :夜間に陸眠できる 日中は覚醒 していることができる
看護の実際 :睡眠パターンの確立を目指 し,日中に覚醒 していられるように, 日課表を作成 した｡
それにもとづいて,理学療法部 との連携を取 りながら毎 日OT･PTを受けるように促 した｡病棟で
は敦材を使用 しながらの学習や本人の好 きな文字 を書 くことをすすめた｡また,本人の希望で一 日
に何度か散歩へ行 くこともあった｡これらに対 しては,当初は拒否的言動 も開かれたが,毎 日すす
めてい くうちに,根気よく取 り組むことができるようになってきた｡また,以前は声かけに対 して
の反応は単語だけのことが多かったが,自分からの発語や文章での会話が成 り立つようになってき
た｡この ように私たちは日中に刺激を与えることを続け,徐々に日中覚醒 している時間を増やすこ
とができた｡しかし,一つのことに固執 したり額回に尿意を訴えた り,夕方になると大声を出す と
いった状態は続いていた｡夜は鎮静剤で入眠できるが,途中 1‑2回は覚醒 し,大声や捻声で尿意
を訴える｡ トイレから戻るとそのまま再入眠することもあるが,額回のナースコールや大声での訴
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えが 1時間程続 くこともあった｡ しかし,次第に夜間 3‑6時間は連続 して睡眠をとることがで き
るようになってきた｡医師と相談 しながら鎮静剤 を減量 してい くことができた｡また,不穏状態は
まだ残っているものの,日中覚醒 している時間は多 くなってきた｡そして,徐々に攻撃的な言動 も
少なくなり,表情 も豊かになった｡
看護の評価 :日中,覚醒 していることが多 くなるにつれ,拒否 ･依存なども含めた意志表示がはっ
きりしてきた｡そのため,本人の意向に沿いつつセルフケアをどのように拡大 させてい くかが課題
となった｡介入により,星夜逆転の改善,不穏状態の軽減によるコミュニケーシ ョンの変化,セル
フケアの拡大がみられた｡このことから,私たちの関わりは有効だったと考えられる｡

4.考 察
手術後の不穏は短期間で症状の改善がみられるが,今回はそれが長期間にわたったため,患者に
対 し 生活パ ターンの確立 とセルフケアの拡大 を目標 として援助 してきた｡固定チーム継続受け持 ●
ち制の枠 を越えて,病棟スタッフ全点で関わった｡看護婦だけでは対応 しきれず,その精神的興奮
を抑えるために医師 ･理学療法部など様々な職種が連携 し合って,対処 してい く必要があった｡普
段は業務に追われてなかなかできていなかったが,この事例のように医師 も含めたスタッフ全員で
考え,取 り組む姿勢が欠かせない｡その結果,昼夜のリズムが整い,夜間に充分な睡眠が取れるよ
うになった｡また,不穏に対 して,長期に鎮静を図ったが,私たちは生活レベルを低下 させないた
めに,日常生活の中で刺激を与え続けた｡これらのことが精神的 ･肉体的安寧につなが り,人間の
回復力を高めてい くことにつながっていったのではないだろうか｡私たちは,不穏がある場合でも,
可能な限 りその人らしい生活を取 り戻すために,積極的に取 り組んでい く必要がある｡

5.終わりに
今回,この事例を通 して不穏状態にある患者に対 し,不穏を落ち着かせつつ,セルフケアを拡大
させてい くための看護介入を行なってきた｡
今後 もこの学びを生か して,個々の患者に合った看護が提供できるように努力 してい きたい｡
(
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