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                                                    ※あくまで一般的な内容なので、患者さんに応じて変更すること！   
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看護計画  

  

P 術後に無気肺や肺炎などの合併症がおこるリスクがある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

① ～③について書きなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC：呼吸器合併症 

 

LG：無気肺・肺炎を 

起こさない 

 

（  ／   まで） 

 

※術後  日目まで 

O－P 

１．バイタルサイン、特に呼吸状態を観察し、異常を早期発見する 

手術直後 1時間は、15分間隔、その後 1時間は 30分間隔、 

安定すれば１時間ごとに測定する。術後 1日目は状態に応じて 

2～4時間ごとに測定する。 

１）舌根沈下、喘鳴の有無（手術直後には特に注意する） 

２）呼吸の視診：呼吸型、数、胸郭の動きの左右差、深さ 

３）呼吸の聴診：呼吸音の聴取（特に背面・側面での肺底区は必ず行う） 

４）痰の喀出状況、痰の性状（量、色、粘稠度、痰の貯留場所） 

５）Spo2 ※正常：９５％以上 

６）酸素吸入の指示された方法、流量、時間 

（ 医師の指示を書く       ） 

 

７）疼痛の有無、程度、部位、表情 

８）異常所見 

 （１）気道閉塞：いびき（舌根沈下）・ヒューヒュー音（喉頭喘息）・ 

ゴロゴロ音（上気道に吐物・分泌物貯留）・努力型の呼吸運動 

・呼吸音が小さい・チアノーゼ 

（２）無気肺：呼吸音の減少あるいは消失、 

胸部 X線検査（無気肺があると肺野が白くなるなど） 

 （３）肺炎：病巣部の肺雑音（湿性ラ音）、膿性の喀痰、胸痛、悪寒、 

発熱、頻脈、WBC・CRP再上昇 

 （４）呼吸不全：Pao260mmHg以下、Paco245mmHg以上、 

呼吸困難、チアノーゼ、呼吸数増加など 

胸部 X線検査所見異常）浸潤影 

 

９）検査データ：動脈血ガス分圧値、胸部 X線検査など 

 

２．患者の呼吸訓練、深呼吸、体位変換、ハッフィングなどの実施状況 

３．鏡視下の手術場合・・・皮下気腫の有無（握雪感）など 

４．離床状況（臥床時間、ベッド上での過ごし方、離床に対する発言、意欲など） 

 

 

 

 

★気道閉塞 

発生時の対応） 

・枕を使用しない 

・エアウェイの挿入 

・吐物・出血・分泌物で気道が閉塞された場合、口腔内、鼻腔内

吸引 

・喉頭浮腫や麻酔薬の影響などがあり、自発呼吸が困難な場合は、

ステロイド薬の投与や再挿管で気道の確保が行われる 

★無気肺 

・術後 36 時間以内（3 日以内）に発症しやすく、術直後の管理

が重要 

胸部 X線検査所見異常）濃い陰影 

発症時の対応） 

１）気道内分泌の除去（吸引） 

２）酸素の使用 

３）陽圧呼吸 

４）人工呼吸 

★肺炎 

・無気肺の、感染が加わって術後 1週間前後に発症することが多

い。 

発症時の対応）無気肺の対応に加えて、抗生物質の投与、 

副腎皮質ホルモンの投与 

 

★術前から呼吸状態のアセスメントを行い、状態を把握してお

く。そうすることで、術後の呼吸状態をアセスメントする際に、

術前と比較して、胸郭の運動や呼吸音が弱くないかを判断でき

る。 

 

★術後に痰が貯留しやすい後面や側面の肺音も聴取することが

大切（仰臥位で行われた手術の場合、最も端の貯留しやす

い後肺底区（下葉）。また、心臓の圧迫を受けるので左下

肺野に無気肺を生じやすい） 

 

 

 

共同問題 RC：呼吸器合併症（一例）※気道閉塞・無気肺・肺炎含む） 

※課題（アセスメントを書きなさい） 

 ポイント①全身麻酔で手術を行った場合の一般的

な呼吸器合併症の原因を書く（関連図を

参考に） 

     ②成り行きは、気道閉塞・無気肺・肺炎 

     ③看護の必要性を簡潔に。（具体的内容は、

看護計画にあるため） 

     ④A氏の個別性の要因 

④ ～③は授業期間中に書いておく（提出） 

④は患者さんを受け持って情報を基に書く。 

  



A氏は、・・・・・・・・ 

呼吸器合併症のリスク因子 

 

 

 

T－P 

１．手術直後は気道確保のために枕を使用しない。舌根沈下がある場合、用手的に

気道確保を行う。 

２．口腔内をブラッシングや含嗽によって清潔を保持する。 

 （    ）回／日で口腔ケアを実施する（  時、  時、  時） 

３．換気を促す援助を行う。 

１）指示された流量・濃度で酸素吸入を行う（Ns.） 

   正しい流量、濃度であるか確認する 

   医師の指示（                       ） 

    ・・・・・・ 

    ・・・・・・・・ 

 

２）術後は、医師の許可を得て（看護師の許可を得て）、循環動態安定後２時間 

ごとに体位変換を行う。 

 

３）腹式呼吸、口すぼめ呼吸を 2時間ごとに促す。 

一度に５回程度行う。（５～１０回／日） 

※呼吸訓練は、何を用いるのか？指導者や教員に相談し、患者に応じた方法

を選んで書こう。 

この他、深呼吸（腹式呼吸または胸式呼吸）（吸気：呼気＝１：２～３の長さ）・

スーフルでの呼吸練習を 1 日 3 回実施する。10 回／2 セットで、10：00、14：

00、18：00に実施  など・・・・・具体的に！ 

 

４）指示された安静度の範囲で離床を進める。 

 

４．気道内清浄化をはかる援助を行う。 

１）患者の手の届く場所（         ）にティッシュを用意しておく。 

２）分泌物のある気管支を上にした体位ドレナージを５～10分行ったり、体位変

換を 2時間ごとに行う※痰喀出が困難な場合 

３）自己排痰が困難な場合は、ハッフィングなどの方法を促す。 

 ４）気道の湿潤化を図る 

  （１）含嗽  （２）超音波ネブライザー（必要時） 

 

５．術後の疼痛や不安による呼吸抑制を軽減する。 

 １）疼痛時の医師指示に従う（             ） 

 ２）訴えの解決、受容傾聴を行う。 

６．離床後は、ベッド上以外での活動を促す。 

  

 

 

 

★動脈血ガス分析基準値 

SaO２ （93～98％） 

PaO２ （80～100ｍｍHg） 

PaCO2  (35～45mmHg) 

 

★喫煙による周術期リスク 

 呼吸器系：術後の呼吸器合併症、特に肺炎の発生率が高い 

 循環血系：心拍数増加・血圧上昇 

 創傷治癒障害：術前 3週間の禁煙で創傷治癒改善 

一酸化炭素やニコチンが体内に取り込まれると、赤血球の酸素運

搬能が低下したり、末梢血管の収縮が起こったりする。 

 

★早期離床の重要性（早期離床の効果） 

 ・ガス交換・気道分泌物の喀出促進 

 ・四肢筋力・関節可動域の保持 

 ・腸蠕動の促進 

 ・全身循環を促進し血圧維持 

 ・末梢循環の維持・促進 

 ・回復への意欲高める 

 

★酸素ボンベの計算方法 

（比で出そう） 

500L：14.7Map＝XL：現在の圧 Map 

ライン部は決まっている（文章中に記入されている） 

内項の積＝外項の積 で Xの残量 Lを出す。 

1分間に○Lの吸入の指示であれば、それで割ると 

何分間使用できるかが出る。 

 

 

 

 

 

 

 

★呼吸器合併症のリスク因子 

＊加齢：呼吸筋の線維化、肺の弾力性の低下など

によって肺活量と全肺活量が減少するのに対し、

残気量と機能的残気量が増加し、効率の悪い呼

吸・気道内分泌の喀出力や咳嗽反射の低下もみら

れるため。 

＊呼吸機能： 

①％肺活量 80％未満：拘束性障害 

70％未満：閉塞性障害 

②動脈血ガス分析：酸素化、換気障害の有無や程

度。 

全身麻酔下におけるリスクとして PaO２70

ｍｍHg以下、PaCO２50ｍｍHｇ以上がハイ

リスク 

③胸部 X 線：異常陰影の有無など 

＊喫煙歴：喫煙によって気道粘膜の線毛運動が減

弱して、気道の自浄作用が障害され、粘液

産生量が増加します。特に、喫煙量が 1日

⒛以上の喫煙者に術後呼吸器合併症が高率

に発生。また、8週間以上禁煙すると術後

呼吸器合併症の発生率が低くなると報告さ

れている。（２～4週間の禁煙が必要） 

＊肥満：肥満の患者が仰臥位をとると、腹部脂肪

によって腹腔内圧が上昇し、横隔膜が押し

上げられ、その程度が著しいと拘束性障害

をきたす。肥満の程度は BMIで判断（25.0

以上が肥満） 

＊COPD・喘息 



 

 

 

E－P 

１．無気肺・肺炎の予防のために術前訓練を行う 

１）腹式呼吸、口すぼめ呼吸、体位変換の方法、ハッフィングを 

  術後にできるように術前から指導する 

２）呼吸訓練器具による呼吸訓練の方法を説明する 

２．術後咳嗽・痰喀出時や体位変換時は、創部を保護するように指導する 

３．早期離床や呼吸練習が呼吸機能を高め、合併症を予防できることを説明する 

４．痰喀出の必要性を説明する 

５．呼吸困難時はすぐに知らせるように説明する 

※入院前には禁煙指導など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊手術内容： 

 ①手術部位： 

四肢の手術＜下腹部手術＜上腹部手術＜胸部手術

の順に術後呼吸器合併症発生率が高くなる 

②手術体位：特に影響するのは砕石位 

⇒下肢の挙上・屈曲・・腹腔内臓器が押しげられ、

腹圧が上昇・・横隔膜の運動が抑制換気量が８

２％まで減少。 

仰臥位：腹腔内臓器によって横隔膜が押し上げら

れ、換気量が 90％まで減少。 

側臥位：下側の肺が心臓や腹腔内臓器によて圧迫

され、換気量が 80～90％まで減少 

③手術時間：手術中、長時間同一体位でいると血

液・間質液が重力の影響で下方に集まり、一方

で換気量が減少し、換気―血流比不均衡となり

肺の酸素化能は低下する。手術時間が短ければ

影響は少ないが、手術時間が 3時間を超える場

合は、そうでない場合と比較すると 2.26倍呼吸

器合併症が起きやすいという報告がある。 

＊腹腔鏡下手術： 

 二酸化炭素（炭酸ガス）を用いて気腹〈腹腔内

にガスを充満させる〉を起こさせ、腹腔内に空

間をつくります。気腹に用いられたガスは、腹

膜から血中に吸収され、高二酸化炭素血症とな

ることがあります。また、その気腹や頭低位で

ある手の体位によって横隔膜が頭側に移動しそ

の動きが制限され、換気が減少します。手術後

も横隔膜の変位はすぐに戻らないため換気量や

換気回数を増やすことが必要となる。 

実際の訓練方法は、①呼吸訓練器による呼吸訓練、②腹式呼吸と深呼吸、③痰の排出、などの練習を、1日 3回・1回 20～30分間行う施設が多いようです（図 1）。 

 図 1 呼吸訓練の例 

 呼吸筋の疲労が合併症を招くことを念頭に、患者に合わせて回数・時間を決定する。 

  

 

 

 

 

 

＜口すぼめ呼吸＞ 

 

＜呼吸訓練の一例＞ 

＜腹式呼吸訓練＞ 

＜ハッフィング＞ 

https://www.kango-roo.com/learning/3196/#z1


【術前に留意する薬剤】 

 

 

 

 

 

 

 

 


