脳神経疾患患者の観察 と記録の改善について
南5階病棟
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4 おわ りに
1 は じめ に
当科 は腹部外科､小児外科 と共 に脳神経外科 も含み､患者の観察は特殊 な ものが あ りますO従来
よりチェ ック用紙 を使用 して きましたが､判読､ 記載方法､実際の神経チ ェック方法 に問題が あ る
のではないか と疑問 を もち新 しいチェ ック用紙作製 と看謹婦間のチ ェ ック方法 を統一 しよう と今 回
取 り組 んでみました｡

2 研究経過

(資料J
W
alの Tを参府 )

(
1
) 入院時オ リエンテ｢ シヲン用紙 作製

(資料 3を参照 )

(
2
) 入院時及 び術前神経 チェックの改善

初め ｢術前神経 チェック用紙 ｣を作製 し､手 術前 日に受持 医か らの説明 も含め記入 して きま し
たが､脳外専用の用紙が多過 ぎ煩雑に感 じた為､ この用紙はな くし､ その かわ り看責 日誌の一 号
用紙 に必要 な項 目を付 け加 え､ これを入 院時の神経 チェ ック としま したO そして手 術前 日には､
資料J
W
a4の用 紙には記入 してあ りませ んが､急性期神経チ ュック用紙の一番上の欄 に術前の神経
チ ェックを記入 し,術後の状態 と比 較す るよ うに しました｡
(
3) 術前準備用 紙の作製

(
4
)急 性期 神経チェ ック用紙の改善
(
5
) 慢性期の観察記録の改善

急性期神経 チェ ック用紙 が不必要 とな った時､ それを外す こ とを受持医か ら指示 を受 け､ その
時点での問題 点を掲 げ､香奈 日誌の二号用紙に列挙 し､漸次看謹 日誌に記録す る ことに しま した｡
又.新 たな問題点があが った時点 では､普通の患者 さん と同様 に問題 点一看護計 画立案 とい うよ
うに扱 ってい ます ｡
以上実施 しま した､(
4
)
の急性期 神経 チ ェック用紙の改善を取 り上 げて発表 したい と思 います｡

r
alの 丑を参照 )
この用紙 の改善 を手がけた理 由 として (資料J
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問題点(
丑
一 見 して､患者が どんな意識状 態にいるか判読 しに くい｡
これ の対策 として､脳神経の分野で全国的に使われてい る 339度の意識 レベルを取 り入 れ る こ
とに しま した｡ その為 に､看護婦間 に この知識 を浸透 させ る様､ 医師か らの講義を うけま した｡

339度 については資料必 2を参照 して下 さいo簡単 に説明 します と､ どん な刺激に対 して も全
く反応 を示 さない ｢昏睡 ｣の状態か ら｢正常 ｣までを数字 で段階分けした ものです｡ 300‑ 100
は刺 激 して も覚膿 しない状態です . 30‑ 10は刺激す る と覚 醒す るが､刺激をや め ると眠 り込 む
状態です ｡3‑ 1は刺激 しないで も覚醒 していて見当哉障害の程度 によって段 階分 けしてい ます ｡
0は正常 の状態です｡左側の囲んだ文章は､ 医師に講義を受 けた中の注意点です｡
問題 点(
参
患者 の状 態 と処置を記載す るスペースが狭 く同一欄であ る為判読､記載 しに くい｡
これには資料 Jr
a4の上下を比較 して わか ると思いますが､状態 と処置 を 2つに分 けスペー スをと
りま した｡ その為血圧､脈拍な どの欄 か ら唱吐 までの欄の幅を狭 め､瞳孔の欄で は反射 と大 小 を同
一欄 に記入する様 にしました｡又項 目順 序 を少 し整理 しました｡
問題点③
' 看護婦 によってチェ ック､判断､対 処 に個人差があ り､わか らないまま終 って しま うことが あ り
ました｡
これには前述 した様に医師か ら講義 を受 け､ 看護 婦問 で討論 し合い､意識状 態判定の方法 を統一
す ることに しましたO具体的 には､以前では殆 ん どの看護婦があやふやであった殊に見 当識 につ い
て勉強 し､患者 さんに質問す る見当識の時 ･人 ･場所の三要素 と､意識判定の注意 点を説明 して も
らいま した｡ また､以前か ら当科では術後 医師か ら術野の図を看護 日誌に図解 して いただき､説明
を受 けてい ました｡引 き続 きこれ を行い､ 術後予想 され る症状 や注意点 を必ず記入 して もら うよ う
にしま した｡ そして神経チ ェックしなが ら､ 医師の判定 した意識 レベル と一致す るよ う､ 医師 との
情報交換 を頻回に行 い､情報 もれを防 ぐ為,看 護 日誌二 号用紙の その他の欄 に､医師の指示 や情報
を記入す る様心がけま した｡看護婦間では上申の時､ 申 し送 る側の一方通行 で終 りが ちであった従
来の雰 囲気 をか え､ もっ と互いに情報交換 す るよ う話 し合いま した0

3 結果
①

339度方式 を取 り入れ てみて､ 最初戸惑いが あ りました｡患者を観て どの レベルに属す るか
す ぐ判読 しに くい とか､例 えば､患者 さんが 覚膿 してい る場合 レベル< 1‑ 2> と判定 されて も
夜熟睡 している場合他覚的 に覚

させ て も､寝ぼけた反応を示す為､ レベル< 10‑ 20> とな

って しまいます｡そ こで その通 りに意識 レベルの低下 を示す< 10‑ 20> と記録すべ きか否か
判断に迷 うこ とがあ ります｡ その場合< 10‑ 20> と記録す ると共 に患者 さんの状況 を状態の
欄に細 か く記入 し､ 後にな って詳 しくその状 況を判 読で きるよ うに しました｡記入 回数 を重 ねる
に従 い､皆一見 して数字 を読み取れ る様にな り､患者 の状態変化 を察知､理解 で きる様にな った
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と思います｡
⑧

患者の状態 と処置を別 々の欄に した事 は､見易 くかつ ミスを少な くし特 別 な処置を した場合に
於て もスペ ースに余裕があ り､記録 しやす くな りま した｡

③

医師の講義 を受 け､ それ を看護婦間 で伝達 し合い その知識は次第に浸透 きれていった と思いま
す｡
患者 さんか らの情報は もちろん､医師か らの情報を も多 く受容 し､看護婦 問に伝達すべ くそれを

記入 してお くこ とは､患者 さんの安 全 と共に､看謹婦の レベルア ップの為に も重要 だ と思いました｡

4 おわ りに
頭部手術後の患者 さんは､一旦正常 に回復 した様に思 われて も術後の浮腰 や様 々の原因か ら脳圧
克 進症状が 出現 し､意識状 態が悪化 した り､痘撃 を起すな ど､状態急変が起 こる ことが しば しはあ
ります｡ その為に慢性期 は もちろん､特 に術後急性期 に於 ての詳細な観察､記録は大切 であ りこ そ
れ を記 録 し易 く読み易 くす る事 は必要ですO今回行なった試 みはそれに一歩近づいた様 に思 われ ま
す が､ まだ まだ検討改善の 余地が ある と思 います｡又記録の上で看護 日誌 は最大限に利用 してい く
価値が ある と言 う事 を改 めて痛感 しました｡
この研究 を通 して私達石亀婦は､患者 さんの為に術後急激な変化を早急に と らえ､ よ り効果的な
治療 を生かすべ く努力 を続け てい きたい と思 います｡
最後 に今回の研究 にあた り､終始卸指導下 さった方 々に感謝い た しますo
参考文献は略 させ ていただ きます｡
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