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本日の講義でマスターして欲しいこと

正しいバイタルサインの測定ができる

測定値から正常、異常の判断ができる

看護師の視点について理解する

アセスメントをケアに活かすことが出来る
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第一部

バイタルサイン基礎編

～バイタルサインを制する者は、訪問を制する～
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バイタルサインとは

人が生きている証としての基本的な徴候（生命徴候）のこと

1.体温
2.脈拍
3.呼吸
4.血圧
5.意識
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バイタルサイン測定のポイント

1. 適切、正確に測定する

2. 異常をみつける

3. 変動パターンをみる



Ⅰ．体温

測定方法
• 腋窩動脈に当たるよう４５°の角度で腋窩に挟む

測定時の注意ポイント
・年齢差、個人差、日差、行動差など個人の状態によって
変わる
・健側の腋窩温を測定する
・側臥位では上側で測定する
・発汗がある場合は、ふき取ってから測定する
・測定後は感染予防のため、酒精綿で消毒する
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7

測定方法

• 橈骨動脈の走行に沿って、第2.3.4指を軽く触れて計る

測定時の注意ポイント

• 動脈を強く押さえすぎると触れにくくなることがある

• 規則的な脈拍では15秒間カウントし脈拍数を４倍する

• 不整脈では６０秒間カウントし結滞や不規則についても観察、記録
に残す

• 脈拍数だけではなく、リズムや緊張度、弾性度、左右差も情報とし
て得る

• 脈拍以外の全身状態にも目を配る

Ⅱ．脈拍



Ⅲ．呼吸

測定方法
•脈拍を測定しているときに胸部や腹部の動きを観察し
て３０秒間測定する

測定時の注意ポイント

•第一印象の確認をする（顔色はどうか、呼吸が楽にで
きているか、安楽な体位か、痰や咳があるかなど）

•呼吸数だけではなく、深さやリズム、呼吸の型をみる

• SpO2が正常でも異常な場合があるため、訴えや自覚
症状の有無を確認する
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Ⅳ．血圧

•測定方法
①マンシェットは、その下縁が肘窩の2～3ｃｍ上で、ゴム嚢
の中央が上腕動脈上にかかるようにして、指が1～2本入る
程度に巻く
②聴診器を上腕動脈上に軽く密着させる
③予測される収縮期血圧より20～30ｍｍHg高くなるように加
圧する

④ゆっくり排気調節ねじを緩めて減圧し、最初に血管音が聴
こえた目盛り（収縮期血圧）と、最後に音が聞こえなくなった
目盛り（拡張期血圧）を読む
※上腕が心臓と同じ高さで測定する
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正確な血圧計れていますか？

非観血的測定方法には

• コロトコフ音（血管音）聴診法

•橈骨動脈触診法

• オシロメトリック法
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血圧測定時の注意ポイント

• マンシェットの幅で血圧測定値が変わってしまうため、測定
部位に合わせたマンシェットを選ぶ

• 室内環境を整える（温冷刺激、緊張誘発因子の除去）

• 測定時の姿勢や体位によって変化するため、痛みがあると
きなどは軽減する体位で測定し、その体位を記録に残す

• 麻痺側は、血流が悪く健側より低く測定される可能性があ
るため避ける

• 透析患者のシャント側や乳がん術後側、点滴側は避ける

• 外傷や痛みがある場合は、症状悪化を招く危険性がある
ため避ける
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コロトコフ音
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Ⅴ．意識

測定方法
•共通言語のスケールを利用して、意識障害を評価する

スケールとは・・・

①JCS（ジャパン・コーマ・スケール）

刺激による開眼状態での評価基準

②GCS(グラスゴー・コーマ・スケール）

開眼、最良の言語反応、最良の運動反応をそれぞれ合
算し、スコア化したもの

※鎮静薬を使用している人を対象としていない

13



JCS GCS
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意識レベル測定時の注意ポイント

•睡眠と意識障害の鑑別を怠らない

•刺激の与え方は、弱い刺激から徐々に強度をあげて
いく

•評価スケールだけではなく、意識以外の要因（脳の機
能障害や全身状態など）についても併せて観察する

•意識障害のレベルが高ければ、脳に危機が迫っている
場合が多く、緊急を要する可能性がある

• もともとのレベルがどうだったか、認知機能、ADL、小児
ならば発達段階も考慮し測定する
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バイタルサイン
正常値
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バイタルサイン正常値（成人）

体温： 正常体温は36℃前後（37℃～38℃微熱、38℃
以上高熱、更に40度以上過高熱、35℃以下低体温)

脈拍：1分間に60～80回（100回以上頻脈、50回以下
徐脈）

呼吸：1分間に15～20回（30～40回頻呼吸、12回以下
徐呼吸）SpO2は95％以上が正常

血圧：130/85mmHg未満であり、脈圧は30～40ｍｍHg
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バイタルサイン正常値（高齢者）

体温：成人の平均体温に比べ0.23℃低い（皮下脂肪
が薄く、皮膚の熱伝導度が低いために、低い値となりや
すい）

脈拍：およそ毎分50～60回で不整脈も多い

呼吸：およそ毎分10～30回で浅い呼吸になりやすい

血圧：135～140/85～90ｍｍHg

18



第二部

フィジカルアセスメント
～さらに知識を深めよう～
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フィジカルアセスメントとは

「フィジカル（身体的な）」

「アセスメント（情報を意図的に集めて判断する）」

•問診、視診、触診、聴診、打診を通してさまざまな情報

を集めて分析し、患者の状態を判断すること
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フィジカルアセスメントの基本的な流れ

ステップ1
• 訴えの聴取、一般状態の観察、検査データからのスクリーニング

ステップ2
• ステップ1で異常がある際、その症状の原因を探る順序立てた（系統的）問診

ステップ3
• 正しい手技で情報を手に入れる（視診・触診・打診・聴診・嗅診など）
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アセスメントミスを防ぐために

1. 常日頃から知識を積み重ねておく

2. 可能性が高いもの、見逃すと危険なものを

優先する

3. 多くの情報を得て、知識をフル稼働させる
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ゴードン「11の健康機能パターン」

• （1）健康知覚・健康管理

• （2）栄養・代謝

• （3）排泄

• （4）活動・運動

• （5）睡眠・休息

• （6）認知・知覚

• （7）自己認識・自己概念

• （8）役割・関係

• （9）性・生殖

• （10）コーピング・ストレス耐性

• （11）価値・信念
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ヘンダーソン「看護ケアの14の構成要素」について
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1. 正常に呼吸する

2. 適切に飲食する

3. あらゆる排泄経路から排泄する

4. 身体の位置を動かし、またよい姿勢を保持する

5. 睡眠と休息をとる

6. 適当な衣類を選び、着脱する

7. 衣類の調整と環境の調整により、体温を正常範囲に維持する

8. 身体を清潔に保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する

9. 環境のさまざまな危険因子を避け、また他人を傷害しないようにする

10. 自分の感情、欲求、恐怖あるいは気分を表現して他者とコミュニケーションをもつ

11. 自分の信仰に従って礼拝する

12. 達成感をもたらすような仕事をする

13. 遊び、あるいはさまざまな種類のレクリエーションに参加する

14. 正常発達および健康を導くような学習をし、発見をし、あるいは好奇心を満足させる



フィジカルアセスメント

～呼吸音聴診～
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呼吸音聴取
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呼吸音について
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肺副雑音について

28



29



第三部

急変時の対応
～現場で生かそう～
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急変の前触れを「見抜く」には・・・

「急変は6～8時間前から始まっている」

ちょっとした変化
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1. 患者の発するサインに「気づく」

2. バイタルサインの確認

3. 「何か起こりそうだ」と疑う

4. 思い込みで判断しない

5. 既往歴を把握する

6. 訴えを鵜呑みにしない
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こんなときどうする？

急変の時は！
①意識は？

②呼吸は？

③血圧は？
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バイタル以外の徴候アセスメント

顔貌・・・真っ先に確認できる徴候

赤ら顔 → 熱発や血圧上昇時

青白い顔→ ショック、高度の貧血

唇が紫色→ 低酸素状態

無欲様 → 意識障害など

苦悩様 → 全身の苦痛など
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異常発汗・・・全身性の発汗を見た場合は、何らか
の病的状態である

温熱性発汗→高熱時、解熱薬使用時

精神性発汗→極度の緊張、極度の疲労・精神作用
自律神経の異常に伴う発汗→立ちくらみ・気分不快、

脳幹出血や梗塞による片側性の発汗

（一般的な原因で多いものに低血糖時、感染症、ホル
モンバランス異常など）
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姿勢・・・重症の疾患がある場合、筋緊張が低下し歩
行したり座位保持といった姿勢を保てなくなる

受動的臥位→重篤な意識障害など

能動的臥位→片側の胸水貯留など

頻回な姿勢の変更→尿路結石などの疝痛発作

エビのように丸くなる姿勢→腹膜炎など強い腹痛

後弓反張→痙攣発作、髄膜炎など
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ご清聴ありがとうございました

皆さん、お疲れ様でした。

質問ありますか？
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