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患者基礎情報 

               学籍番号        氏 名 ： 

患者：Ａ氏 

 

60歳代 

 
男・女 

＜特記事項＞ 

＊アレルギー：なし 

＊感染：なし 

＊血液型（ AB ）Rh（ ＋ ）輸血歴（有・無） 

＜医学診断＞ 

 労作性狭心症（不安定狭心症） 

 

 

＜医師の治療方針＞ 

 緊急 CAGを行い、冠動脈病変部を評価して 

冠動脈の血流再開と心筋虚血を解除するために

PCIを実施する。 

 

＜患者への説明内容＞ 

 救急外来で「冠動脈が狭くなったことで心臓の発作を

起こしている。太ももの動脈からカテーテルを入れて、

冠動脈の狭くなった部分を広げる治療をします」と説明

を受け「前に受けたことがある。わかりました」と返事

をした。 

＜キーパーソンへの説明内容＞    

 上記の説明を一緒にベッドサイドで聞き、頷かれる。

別室で、医師からこのままでは心筋梗塞に移行し、心臓

の筋肉が壊死して心臓の機能が低下するため、緊急

CAG,PCI の必要があること、治療中に致死的不整脈など

の合併症の出現リスク、死亡リスク、治療後の合併症の

リスクについて説明を受け、同意書にサインした。 

キーパーソン（ 妻、長女 ） 

＜家族構成・家族歴＞ 

妻と二人暮らし、近所に長女が住んでいる 

県外に長男家族がいるが、遠方のためなかなか帰ることができない 

＊治療の説明などには必ず長女が同席する 

社会資源の活用（介護保険

の認定等） 

 介護保険の申請なし 

ADL：立位・移乗・移動動作：自立 

排泄動作：自立、排便 2回/日、排尿 6 回/日 

食事動作：自立、入浴動作：自立、更衣動作：自立、整容動作：自立 

視力障害：なし（老眼あり）、聴力障害：なし（最近耳が遠くなった）、言語障害：なし 

嚥下障害：未評価 むせたりすることはない 

喫煙：あり 20 歳～52歳まで 20本/日、脳梗塞後に禁煙   

飲酒：あり 毎日缶ビール 1 本程度 

＜既往歴＞ 

 42歳 労作性狭心症（40 歳代に右の冠動脈＃3に対して経皮的冠動脈インターベンションを受けている） 

発作性心房細動（ワーファリン 1mg を 2錠、朝食後に内服中） 

    糖尿病(ボグリボース OD錠 0.2mg1錠を毎食後、ジャヌビア 50mg1 錠を朝食後に内服) 

 52歳 脳梗塞 TPA 静脈注射による急性期血栓溶解療法を受け、後遺症無し 

    高血圧、脂質異常症の診断を受けクレストール OD 錠 2.5mg1 錠を朝食後に内服） 

 

＜現病歴＞ 

近所のクリニックに毎月 1回通院し処方を受けているが「仕事が忙しい」などの理由で薬を飲み忘れるこ

とがあった。これまでに胸痛などの狭心症発作はない、3か月ほど前から起床後に息苦しさを感じていたが、

安静にすると数分でよくなっていたので、受診の際に医師へ伝えていない。 

入院当日の起床後、息苦しさと全身の倦怠感を強く自覚し、安静にしても症状がおさまらず、症状が継続

し気分不良や冷汗がみられたので、救急車を要請し総合病院へ緊急搬送された。 

 

＜受持ち時の状態＞ 

救急搬送時 

救急外来処置室での状態は、意識レベル JCS1-１、強い倦怠感があり、やや不穏、BP143/80mmHg、PR110

回/分（不整）、R24 回/分、SpO288%（Room air）だったので、すぐに経鼻カニューレにて酸素５L/min 吸入が

行われ SpO295%へ上昇、BT36.0℃、12 誘導 ECG はⅡ,Ⅲ,aVF,V1～V４で ST 低下と R 波の減高がみられた波形は
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洞調律で上室性期外収縮が多発、左前腕からの血管確保後に循環器医師から上記の説明を受け、治療のため

に救急外来から心臓血管造影室へ移動した。 

 

CAGと PCIの結果 

冠動脈造影検査（CAG）の結果、右冠動脈＃1 75%、＃3 75%、左冠動脈＃6 99%だった。続けて経皮的冠動脈

インターベンション（PCI）を行い＃1 、＃3 、＃6へ STENT を留置して終了。 

※＃は米国心臓協会が分類した冠動脈の病変部位や狭窄を示すための番号＃1～15 の枝に分類 

 

冠動脈造影室退室時の状態 

 PCI は右の大腿動脈からカテーテルを挿入して行われた。治療後に血管造影室で医師がシースカテーテル

を抜去し 30 分用手圧迫を行った。止血確認後に出血予防の圧迫ベルトを装着して、循環器病棟の観察室へ

移動した。移動する直前の患者の状態は、意識清明、BP98/70mmHg、PR98 回/分、R18 回/分（経鼻カテーテ

ルで酸素 5L/min吸入）、胸痛なし、息苦しさや強い倦怠感はなし。左前腕から静脈点滴ラインを確保され、

補液とヘパリン点滴を行いながら、循環器病棟の観察室へ入院となり移送となる。 

 

Aさんの状態 
           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸素カニューラ 

O
2
 5ℓ/min 

 

ECG モニター 

生理食塩水 90ml＋ヘパリン Na10ml 

4.2ml/h 

右鼠経部シース抜去後に 

圧迫ベルト装着中 

ソルデム１500ml 

30ml/h 
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       指示表 

安静度 翌朝 9時に右鼠径の圧迫解除予定（朝まで右下肢屈曲禁） 

ギャッジアップ 30度まで可、介助で体位変換可/排尿は尿器介助で 

食事 塩分制限 6g 米飯 

清潔 安静解除までは床上で清拭 

不眠時 ベルソムラ(15mg) 1錠 

疼痛時 ロキソブロフェン(60mg) 4 時間空け 3回まで使用可 効果ないときは Dr ｺｰﾙ 

吐気時 プリンペラン 1A IV 効果ないとき Dr.ｺｰﾙ 

呼吸 酸素飽和度 95％以上保持、95％未満のとき酸素 5Ｌ/min マスクへ 

酸素５Ｌ/minマスクでも 95%維持できなければ Dr.ｺｰﾙ 

内服 

 

 

 

朝食後   バイアスピリン（100mg）1錠,    エフィエント（3.75mg）1錠  

ロスバスタチン OD錠(5mg)1錠,   アゾセミド（30mg）1錠   

 ワーファリン（1mg）2錠,     ジャヌビア(50mg) 1錠 

朝/夕食後  レニベース(5mg)1錠,            シグマート錠（5mg）1錠  

毎食前   ボグリボース OD錠(0.2mg) 1錠  

注射 生理食塩水 90ml + ヘパリン Na10ml  4.2ml/h   24h持続点滴 

ソルデム１ 500ml 30ml/h  24h持続点滴 

セファゾリン 1g + 生理食塩水 100ml 2回 朝・夕 30分で点滴 

検査所見 
＜血液検査＞ 

総蛋白（TP）6.6 g/dl 

アルブミン（Alb）3.9 g/dl 

総ビリルビン 1.05 mg/dl 

直接ビリルビン 0.6 mg/dl 

AST（GOT）110 U/L 

ALT(GPT)80 U/L 

LD（LDH）414 U/L 

γGTP  119 U/L 

ALP 309 U/L 

コリンエステラーゼ 198 U/L 

CK(CPK) 131 

CK-MB 10 

CRP 3.24mg/dl 

BNP 409.4 pg/ml 

hsTnT 0.015 pg/ml 

総コレステロール 248 mg/dl 

中性脂肪 150mg/dl 

HDL 98 mg/dl 

LDL 138mg/dl 

尿素窒素（BUN）38.5 mg/dl 

クレアチニン（Cr）1.2 mg/dl 

 

 

ナトリウム（Na）138 mEq/dl 

カリウム（K）4.6 mEq/dl 

クロール（Cl）105 mEq/dl 

カルシウム（Ca）8.8mg/dl 

血糖 114 mg/dl 

HbA1c 8.2 % 

白血球（WBC）9000 /μL 

赤血球（RBC）435 ×104/μL 

血色素（Hb）12.2 g/dl 

ヘマトクリット(Ht) 37.8 g/dl 

血小板（PLT）26.5 ×104/μL 

プロトロンビン時間（PT） 30.1 秒 

活性化部分ﾄﾛﾝﾎﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ（APTT）2.48 

 

＜胸部レントゲン＞軽度の肺うっ血あり 

 

＜心臓エコー＞ 

左室壁運動は著変なし 

心尖～中隔の奇異性運動（＋） 

壁厚は全体的に肥厚 

EF 40％ 


