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心臓カテーテル検査での看護の実際と
病棟看護

社会医療法人 中信勤労者医療協会 松本協立病院

南４階病棟 看護師

稲葉 智也

本日の講義の内容

①心臓カテーテル検査室での看護の実際

②カテーテル検査後の病棟での看護
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★２０１８年にリニューアル

★全病棟数１９９床

★一般病棟３４床 HCU８床

４階フロア計４２床

★年間カテーテル検査・治療

４６４件/年 うち緊急８８件/年

★ペースメーカ ９５件/年

★CRT-D/P １５件/年

★ICD １０件/年

★カテーテルアブレーション

２４９件/年

★カテーテル検査室看護

外来４人 病棟５人

心臓カテーテル検査・治療とは

カテーテルを経皮的に心血管内に挿入し、造影剤によ
る形態学的異常を検出したり、心臓内空の圧力、酸素
飽和度を測定し血行動態を把握したりする検査のこと。
その診断をもとに、カテーテルを用いて治療を行うこ
と。
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CAG（Coronary AngioGraphy）冠動脈造影
・カテーテルを用いて造影剤を投与し虚血性心疾患

の診断やカテーテル治療後の再狭窄の有無を調べる
ために行う

PCI(Percutaneous Coronary Intervention）経皮的
冠動脈形成術
・動脈硬化などによって狭窄もしくは閉塞した血管を

バルーンやステントを用いて拡張し血流の改善を図
る

心臓カテーテル検査・治療の
対象となる主な疾患

虚血性心疾患

急性冠症候群

急性心筋梗塞 不安定狭心症

狭心症

労作性狭心症 冠攣縮性狭心症

PCI CAG
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①心臓カテーテル検査室での看護
の実際

カテーテル検査室はこんなところ

・カテーテル検査室では多くの機
器を取り扱うため、検査機やデ
バイスが手技、処置を行いやす
いように配置されている

・検査中の急変に備えて、DC、救急
カートや挿管物品が準備されてい
る
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心臓カテーテルにかかわるスタッフ

心臓カテーテル検査・治療はチームでの連携が必須

患者

医師

薬剤師

臨床検
査技師

臨床放
射線技

師

臨床工
学技士

看護師

カテーテル検査室の看護の実際

• 既往歴

• ｱﾚﾙｷﾞｰの有無

• カテーテル検
査・治療歴等

情報収集

• 物品補充

• 検査・治療を受
ける患者ごとに
物品を用意等

物品準備
• 検査の時間変更
緊急カテーテル
等あれば各部署
に伝達等

情報伝達

• 患者の全身状態
の観察・声掛け

• 薬剤の投与

• 救急時の対応等

カテーテル検査
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情報収集①
・患者の基礎情報

氏名、生年月日、性別、年齢、認知症の有無、既往歴の有無、

ADLの状況（検査台に登れるか、麻痺の有無や腰痛、円背など）

・感染症の有無

検査では血液暴露の可能性が非常に高いためB型・C型肝炎など確認

情報収集②
・アレルギーの有無

造影剤→ステロイドなど前投薬を確認

イソジンやアルコールでアレルギー→消毒剤の変更

金属→ペースメーカー挿入時やステント治療が必要な場合確認

ヘパリン→別の抗凝固剤（アルガトロバン）の使用

※ヘパリン起因性血小板減少症（Heparin-Induced-Thrombocytopenia）

血栓の予防のために投与されたヘパリンにより、血小板が刺激され

HIT抗体が産生され、血小板の減少、さらに新たな血栓症や塞栓症の発

生につながる疾患
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情報収集③

・内服の確認

ビグアナイト系の内服の休薬状況

※造影剤検査に当たってはビグアナイト系糖尿病剤とヨード系造影剤の

併用により乳酸アシドーシスをきたす恐れがあるため、検査前後４８

時間の休薬が望ましい

抗血小板剤の内服の有無と種類

※治療を行う場合、抗血小板剤２剤併用療法（DAPT：Dual Anti-Platelet

Therapy)の内服を行うことで、治療後の血栓症のリスクを軽減する目

的で行われる（ex.アスピリンとチエノピリジン系）

情報収集④
・持続血糖測定器の有無

※X線照射などの影響により、持続血糖測定器に機能障害・誤作動を

生じる危険性があるため、事前に取り外すようにする

・過去のカテーテル検査・治療歴

※過去に治療が行われていた場合、どこの冠動脈にどういったサイズの

バルーンやステントを使用したかを確認しておく

・血液データ

腎機能（Cre・ｅ-GFR・BUN）を確認し必要に応じてハイドレーションを行

う 当院の場合ｅ-GFR６０未満をハイドレーションの対象としている。
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物品準備・情報伝達

・当日検査を受ける患者ごとに、必要物品の準備

カテーテル検査室の物品の補充

（シリンジや穿刺針、造影剤など）

・あらかじめ医師により開始時間が設定されているが、カテーテル検査

の時間変更や緊急カテーテルが行われる場合順番の変更や開始時間等

各部署に伝達

順番と名前
を記載

カテーテル検査（入室時）①

・患者入室前に左の写真のように展開
・清潔操作でヘパリン生食をカップに入
れる

・ニトログリセリン・ヘパリンを清潔操
作で医師にシリンジに吸ってもらう
※ヘパリン入り生食
当院では生食５００ml細口ボトルに
１mlのヘパリンを入れたものを使用
医師がシース内のエア抜きに使用。
使用したデバイスに血栓が付着しない
よう適宜へパ生で洗浄を行っている
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カテーテル検査（入室時）②
・入室時

病棟看護からの送り

□最終バイタルサイン

□アレルギー・感染症の有無

□家族待機者

□Tシャツや肌着は脱いでいるか

□義歯や時計、装飾品などがないか確認

□治療（PCI）となる場合はオムツの着用されているか

※当院では鼠経穿刺の場合尿管挿入 それ以外はオムツの着用とし

としている

□患者の表情・不安の程度

カテーテル検査（検査中）①
・検査台への誘導

検査台は高さがあるため転倒・転落が無いように介助する。

数段のステップを登ることが困難な患者はストレッチャーで検査室

へ入室

・臥位になってもらい、病衣を開き心電図モニターの装着

滅菌ドレープは皮膚に接触すると冷感があるためモニター装着後

病衣を閉じる

サチュレーションモニターのプローブと血圧計の装着

→いずれも必ずこれから何をするのかを患者に説明しながら行う

・円背・腰痛で同一体位が困難な場合は膝の下にクッションを入れるなどして

対応する
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階段が狭いの
で転倒・転落
には十分に注
意が必要！

カテーテル検査（検査中）②

・姿勢が整ったら全身に滅菌ドレープがかけられ、穿刺部の消毒

→清潔野が確保されるため、患者には動く際には声をかけてもらうよう

伝える

・局所麻酔～穿刺時

→検査前で一番苦痛を伴う場面。そのため看護師は患者の傍で表情や

痛みの程度などを確認し苦痛の軽減に努める
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カテーテル検査（検査中）③
・シースが挿入された後、シースからヘパリンを投与

→ヘパリン投与後はしばらくして灼熱感がある

患者には少し体が熱くなることを話し異常ではないことを伝えておく

・検査開始

→これから検査に入ることを伝え胸部の違和感など普段と違う症状が

あれば看護師に伝えてもらうよう声掛けをする

・ニトロの投与

→血管を拡張させて造影 血圧低下等注意し患者を観察

※既往にAS（大動脈弁狭窄症）がある場合はニトロを投与することで

 前負荷が減り血圧の低下や冠血流量が低下し虚血症状をきたすため禁忌

カテーテル検査（検査中）④
・血管造影の開始（左冠動脈→右冠動脈の順に行われる）

→造影剤が投与されるため、患者の傍で造影剤のアレルギー症状（皮膚

掻痒感・発疹・血圧変動・吐き気・アナフィラキシー症状等）の観察

を慎重に行う

・適宜穿刺部の腫脹の確認

→大腿動脈穿刺の場合観察は難しいが橈骨・上腕動脈穿刺時は可能な

限り観察を行い、違和感などあれば伝えてもらう
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カテーテル検査（治療）①
・治療が確定した場合４Fシース→６Fシースに変更

→シースが治療用の場合太くなるため、入れ替えの際苦痛が生じる

常に痛みや表情を確認しながら声掛けを行う

・ヘパリンの追加投与

→血栓の予防のため、検査のみであれば３０００単位だが、治療に移

移行するタイミングでヘパリンを５０００単位追加し計８０００単位とする

（当院の場合）

治療中は１時間毎にACTを測定し血栓予防をする。

※ACT（Activated Clotting Time）：活性化凝固時間

血液凝固能の測定法のひとつ。簡便に短時間で測定することができる。正常

値は９０～１２０秒といわれているが、治療中は３００秒以上を目標にヘパリンの量を

調節している

カテーテル検査（治療）②
・治療に必要な物品・薬剤を出す

→造影剤や、治療用デバイスを清潔操作で医師に渡す

・ヘパリン入り生食を適宜術野に入れる

→使用したデバイスは血液が付着しているため、血栓予防のためにヘパ

リン入り生食で適宜洗浄をする

・治療開始

→治療時器具が冠動脈内を出入りするため、胸部症状が出現しやすい

心電図のST変化や患者の表情・訴えを常に確認する必要がある

またバルーンやステントの拡張の際は一時的に虚血を生じるため、今まで以上に注

意して患者の観察をする

治療が長引く場合はInoutバランスを確認しマイナスバランスにならないよう配慮する

・家族への配慮

→治療が長引く場合などは現在の進行状況を伝え不安の軽減に努める
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治療中の異常時の対応①

①迷走神経反射

過度の緊張、痛み刺激、排尿の我慢などが誘因となり徐脈、血圧低下

嘔気が出現

→医師の指示により硫酸アトロピンの投与、補液速度の調整を行う

②カテーテル操作に伴い血栓やプラークが冠動脈末梢で閉塞

→医師が術野でニトロの投与またはニトプロとペルサンチンをそれぞれミキシ

ングし、術野に出し医師が冠注を行う。

※ニトプロ:体内で一酸化窒素を生成し冠動脈を拡張し血流量を増やす

 ペルサンチン：冠血管を選択的に拡張させ血小板機能を低下させる

異常時の対応②
③重症不整脈・高度徐脈

カテーテル操作によるものが多く、重症不整脈では意識消失、高度

徐脈では血圧低下、嘔気、冷感を生じる

→重症不整脈の場合

医師の指示のもと直ちに心臓マッサージ、除細動、酸素投与と必要薬

剤の投与を行う

高度徐脈時は対外ペースメーカーを挿入する場合もある
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異常時の対応③
④アナフィラキシーショック

ヨード系造影剤や局所麻酔によるアレルギー症状から血圧、酸素飽和

度低下、頻脈をきたしショック状態となる

場合によって気道浮腫をきたし喘鳴や呼吸困難などの症状がでる

→医師の指示で抗ヒスタミン薬の投与、血圧低下がある場合はアドレナ

リンの投与を医師の指示のもと行う

酸素投与を行い、場合によって気管内挿管を行う場合がある

異常時の対応④
⑤心タンポナーデ

心腔内から心外膜へと血液が漏れ出し心臓を圧迫することで心機能

が低下し血圧、酸素飽和度の低下、呼吸困難感、意識レベル低下が

出現する

→医師の指示でヘパリン拮抗薬の投与、酸素投与開始、昇圧薬の投与

を行う

心エコーで心嚢液貯留があれば心嚢ドレナージが行われる
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カテーテル検査（治療後）

・シースを抜去し止血処置

橈骨・上腕動脈の場合→止血デバイスで止血

大腿動脈穿刺の場合→医師が用手圧迫をし沈子で固定

・検査台からの移動

橈骨・上腕動脈の場合は車いすに乗車し病室へ戻る

大腿動脈穿刺の場合はストレッチャーを病棟に依頼し病室に戻る

→この際いずれも転倒・転落には十分注意して移乗する

・病棟看護への申し送り

※スライド３２参照

・検査・治療後家族への説明

→医師からの説明後の家族の理解度や不安・疑問点について確認する

カテーテル検査での看護のまとめ

①十分に事前情報を得て患者に不利益が無いようにする

②医師の手を止めないよう物品の準備や環境への配慮を行う

③治療後は病棟看護へ注意点などを申し送りをし、検査・治療後の看護
へ繋げる

一番大切なことは・・・

検査・治療に対する不安が少しでも軽減できるよう適宜声掛けをし
異常の早期発見に努める
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②カテーテル検査後の病棟での看護

病棟看護①（申し送り）
カテ室から病棟看護への申し送り内容

・穿刺部位と使用したシースの太さ

（使用したシースの太さにより病棟での止血時間が異なるため）

・検査・治療の内容の申し送り

（検査内容・どのような治療をしたか・術中の合併症とその対応）

・検査・治療中の患者の様子

（バイタルサイン・緊張の程度・痛み、苦痛の有無）

→病棟での看護に繋げられるようカテーテル中の患者の状態をなるべく

詳細に伝達する

・上記を踏まえながら安全にカテ室から病棟へ帰室する



17

病棟看護②（止血中の看護）
・橈骨動脈や上腕動脈穿刺の場合

安静時間はほとんどなく、穿刺部に注意しながら通常のADLで過ごすこ

とが可能。止血に伴い指先の痺れや痛みが出現することがある。

→痛みや痺れがある場合は無理せず、医師の指示のもと鎮痛剤等を使用し苦痛の軽減を

図る

・大腿動脈穿刺の場合

少なくとも４～６時間の絶対安静が必要になるため、患者の負担が大きい。

→臥床に伴い腰痛が出現することが多い。こまめに体位変換やクッションを使用するこ

とや、医師の指示により鎮痛剤を使用することで苦痛の軽減を図る

安静が守れない場合は同意を得て一時的に抑制帯を使用する場合もある

※腰痛出現時は後腹膜血腫の鑑別が必要なため穿刺部の聴診やバイタルサインの変動

 と穿刺部の状態も併せて観察する必要がある

病棟看護③（止血の確認）
・止血確認のポイント

①穿刺部に血腫ができた場合はマーキングして血腫の広がりがないか

確認する

②橈骨動脈や足背動脈の触知を行い血流の確認を行う

②仮性動脈瘤を確認する場合は聴診器で血管雑音やがないか確認する

※聴診時の音では連続性の副雑音（シャーシャーといった音）

③止血器具を外すときは、出血に注意しいつでも再固定ができるように

人手がある場所で外すようにする

④使用したシースのサイズ、ヘパリンの量、抗凝固剤・抗血小板剤、血

圧など止血に影響する因子がないか確認し処置を行う
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病棟看護④（術後合併症）
・迷走神経反射

スライド２５ページを参照

・急性冠動脈閉塞

治療中・治療後２４時間以内に冠動脈が完全閉塞することで術後の

胸痛やST変化で発見することができる。患者は悪心・嘔吐、冷感、

血圧低下などの症状が出現。最悪の場合死に至る場合もあるため、

直ちに緊急カテーテルを行い原因を確定する必要がある

→治療後は心電図を装着し波形の確認を行い、翌日採血・心電図検査の

結果で異常がなければ心電図の観察は終了となる（当院の場合）

病棟看護⑤（術後合併症）
・肺塞栓

大腿動脈穿刺に伴う安静により血栓が形成され、安静介助後歩行開始

のタイミングで発症することがある。

→安静時は血栓予防に弾性ストッキングやフットポンプの装着を行う

・脳梗塞

意識レベルの低下、構音障害、視野狭窄が発症する。

→コミュニケーション時に上記の観察を行い異常の早期発見を行う

異常を認めた場合、直ちに医師へ報告しCTやMRIなどの検査を行い

原因の検索をする必要がある



19

病棟看護のまとめ

①止血の必要性を患者に説明し理解を得る

②止血や安静に伴う苦痛がないか観察し苦痛の軽減を

図る

特に大切なこととして・・・

カテーテル治療後のあらゆる合併症を理解し予測

しながら患者の観察を行う


