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～はじめに～
小児医療及び周産期医療の進歩と体制整備に伴い、多くの子どもの命が救われるようになった。その一方で、
長期にわたって医療を継続する子どもは増加している。 医療を必要とする子どもが家庭や地域でより豊かな
生活を営み成長 ・ 発達を遂げて行くために、 法制度、 人材育成や多職種 ・ 多機関の連携等の仕組みは少しず
つ整備されてきた。
現在、 経管栄養 ・ 吸引等の日常生活に必要な生活援助行為を、 治療行為としての医行為とは区別して 「医
療的ケア」 と表現している。 この医療的ケアを日常的に要する児童生徒等 （以下、 医療的ケア児） が学校に
おいて教育を受ける機会を確保するために、 特別支援学校等に医療的ケアを実施する看護師等が配置される
ようになった。 また、 平成 24 年からは、 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、 一定の研修を修
了し、 喀痰吸引等の業務の登録認定を受けた介護職員等が一定の条件の下に特定の医療的ケア （以下、 喀
痰吸引等の特定行為） を実施できるようになり、 学校の教職員についても、 喀痰吸引等の特定行為を法律に
基づいて実施することが可能になった。 これにより、 医療的ケア児が学校で教育を受けるための体制の基盤
がつくられた。 さらに、 平成 28 年には児童福祉法の一部改正が行われ、 医療的ケア児への対応が地方公共
団体の責務となり、 多職種 ・ 多機関で協議する体制づくりが始まっている。
医療的ケア児とは、 いわゆる重症心身障害児に該当する者だけでなく歩行や会話等が可能な児童生徒等ま
で幅広く含まれる多様な状態像がある。 また、 医療的ケア児全体の人数のみならず、 人工呼吸器の管理等の
特定行為以外の医療的ケアを必要とする児童生徒等が増加している。 このような医療的ケア児の現状を受け
て、 平成 29 年に文部科学省は 「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」 を設置し、 平成 31 年
に報告書として、 喀痰吸引等の特定行為以外の医療的ケアを含め、 小 ・ 中学校等を含む全ての学校における
医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施する際に留意すべき点等を取りまとめた。 また、 同年、 厚
生労働省の障害者総合福祉推進事業として、 「喀痰吸引等研修テキスト―第三号研修 （特定の者対象）」 が発
刊された。
このような社会背景から、 特別支援学校に限らず小 ・ 中学校等を含む全ての学校において、 医療的ケア児
の安全をまもりながら教育を受ける機会を確保する体制づくりとして、 看護師用マニュアル、 並びに教職員用
第三号研修テキストの作成が喫緊の課題となった。 本マニュアルは、 公益財団法人日本訪問看護財団が文部
科学省の委託を受けて、 平成 17 年に日本看護協会が発刊した 「盲 ・ 聾 ・ 養護学校における医療的ケア実施
対応マニュアル」 を刷新し、「学校における医療的ケア実施対応マニュアル 【看護師用】」 として発刊に至った。
特別支援学校に限らず小 ・ 中学校等を含む全ての学校において、 医療的ケアを実施するために配置される看
護師等が、 医療施設とは異なる学校という場に戸惑いが生じたとしても、 本マニュアルの活用により看護の役
割や留意点の理解が進み、 最新情報に基づく安全な医療的ケアと個々の成長 ・ 発達を目指す看護を実践する
こと、 その実践を通して看護師等自身も確かな看護のアイデンティティを確認できること、 医療的ケア児や
教職員とその成果を共有し、 各地域の実情に合わせた多職種協働に貢献できることを目指している。 本マニュ
アルが医療的ケア児の安全と教育の機会の確保はもとより、 看護師等による支援の充実、 さらには子どもに
関わる教職員やその他の関係者の助けになれば幸いである。
最後に、 作成にご尽力いただいた皆様に深く感謝申し上げる。
検討委員会委員長
奈良間 美保
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ˍ.ˍȁঊ͈̓͜ၑٜ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ18
ˍ.ˎȁঊ͈̓͜อోً ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ18
ˍ.ˏȁঊ͈̓͜ြͬࡉନ̢̹ণത ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ18
ˍ.ːȁঊ଼͈̓͜ಿ͂อో ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ18
ˍ.ˑȁ଼ಿȆอో͈ণത̥ͣ૽̢ͬ͂ͣͥ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ19
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ˎ.ːȁ֓ၷഎΉͺ̢͈༷͂ͣ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ22
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˒/ ࠐူוۯ
˒.ˍ!ࢋታ͂ࠐ ူוۯȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ227
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学校で医療的ケアを行う看護師等は、 安全に適切な医療的ケアを実施する役割をもつ。 学校配置の看護師等が本マニュア

第Ⅰ章

第Ⅰ章

ルを活用することを通して、 小児看護等の経験の有無を問わずその役割を確実に果たすこと、 ひいては医療的ケアを必要とす
学校で医療的ケアを実施する意義として、 1） 子どもの成長 ・ 発達、 2） 医療的ケア児を取り巻く社会動向、3） 教育委員
会と学校の関係をふまえて、 4）学校における医療的ケアについて述べる。

1. 子どもの成長 ・ 発達
図表２

１- １子どもの理解

小児期とは？

医療的ケアの対象である子どもを理解するうえで基本的
なことは、 子どもの成長 ・ 発達の視点である。

• লে
• ৗেు؟েڰౝقك
قଫৗেు؟েڭౝك
• ు؟েڭফ
• ుୃڲعڭ؟ႃ峨峑峘৾峨峑
• ৾ญ؟৵৾ૅ৾岵峳෮峃峵峨峑
• ઓஐୃڴڭعڮڭ؟ႃ

図 表 １ 「 生 活 す る・ 生 き る 」「 学 ぶ 」 主 体 と し て 人
をとらえる

１- ３

子どもの将来を見据えた視点

人は生まれながらに「成長・発達」の過程をたどる存在 ( 図
表３) であり、 それまで育ってきた過程を含めてとらえると、
学校で出会う子ども達の理解が深まる。
さらに、 子どもの将来を見通した視点が、 子どもの現状
やケアの在り方を考えることにつながる。

看護では人を心と身体、 環境からとらえる。 医療的ケア
を必要とする子どもを 「ケアを受ける人」 ではなく、 発達
段階において医療的ケアを必要としながら 「生活する ・ 生

図表３

生まれながらに「成長・発達」の力をもつ存在と
して人をとらえる

１- ４

子どもの成長と発達

きる」 そして 「学ぶ」 主体として捉えることが基本となる （図
表 1）。
１- ２

子どもの発達過程

人は、 生命の発生から出生までの出生前期から始まり、
新生児期、 乳児期、 幼児期、 学童期、 さらに青年期を経て、
成人期、 老年期へと生涯にわたって発達を遂げる。 その中
でも、 いわゆる小児期 （図表２） は最も急速に成長 ・ 発達
を遂げる時期である。 小学校に就学してから卒業する 12
歳までは、 心身ともに安定した時期であり、 社会性も目覚
ましく発達する。 思春期の始まりは、 第二次性徴の発現と
されることから年齢で区別することは難しいが、 一般的に
は 12 歳頃から１８歳頃までは思春期と言われて、 性的な
成熟に伴う身体的成長を急激に遂げて情緒は不安定となり

人が子どもから大人へと成熟する過程において、 「成長 ・

やすい時期でもある。

発達」 という言葉がよく用いられる。

学校では、 上記の特徴をもつ子ども、 主に小 ・ 中学生を

一般的に、 成長 （growth） とは、 身体の形態的変化を

対象に医療的ケアを行う。

量としてとらえるときに用いられ、 身長や体重の変化がこれ
にあたる。 一方、発達 （development） とは、身体的、知的、
心理 ・ 社会的な諸機能が分化して互いに関連しあいながら
全体として質的な変化を遂げる過程を表す。 例えば、 単語
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る子どもがより豊かな学校生活を送れることを目指すものである。
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臨床看護学総論， p33-35, 医学書院， 2020.）

中心の表現から、 ２語文を話すようになるなどの言葉の発

子どもの身体を構成する諸器官は、 それぞれに発育の時

達がこれにあたる。

期 ・ 速度に特徴がある （図表 5 ・ 6）。 例えば、 身長や体重

（奈良間美保他 ： 系統看護学講座 小児看護学概論 小児

から把握できる全身の成長は乳児期に急速に進むが、 その

臨床看護学総論， p30, 医学書院， 2020.）

後、 緩やかな速度になり、 第二次性徴期に再び急速な伸び
学校における看護の役割 ・目指すところ

１- ５

を見せる。

成長・発達の視点から人をとらえる

一方、 生殖器の発育は最も遅く、 思春期に急速に進む。

子どもを看護する上で、 成長 ・ 発達の視点から人をとら

したがって、 諸器官の発育等に伴う人の発達には、 決定

えることが重要である。

的に重要な時期として臨界期がある。 また、 刺激に対する

子どもは著しい成長 ・ 発達を遂げることから、 各時期の

感受性が高まる時期は敏感期と表現されている。

基本的な成長 ・ 発達の特徴を理解することによって、 ケア

目覚ましい成長 ・ 発達を遂げる子どもにおきた環境の変

にあたる子どもの基本的ニーズを理解する助けになる。

化などは、 時期によってその後の発達に大きな影響を及ぼ

また、 医療的ケア児のように健康問題や生活上の制限が

すことがある。

ある子どもにおいては、 成長 ・ 発達の遅れや偏りが生じや

（Scammon,R.E.:The measurement of the body in

すいことから、 個別のニーズに気づいたり、 今後予測され

childhood, In Harris, J.A. Jackson. et.al.(Eds.). The

る課題を見出したりすることができる。

Measurement of Man. Univ. of Minnesota Press,

また、 成長 ・ 発達の知識をもつことによって、 現在の子

1930）

どもの状態により適した方法で医療的ケアを行い、 子ども
の成長・発達を促す関りができるようになるだろう。 さらに、
わずかな表情の変化にも気づき、 教職員や親とともに子ど

図表５

もの成長を喜び合う機会が得られよう。

峘ৎ
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౾ਃચ岶ਛ࿃峃峵ૌங峕岴岻峵ৠ峕ਏ
峔ৎ
ส؟ඵౕ峕ৌ峃峵ਭਙ岶ৈ峨峵ৎ

このように、 成長 ・ 発達の視点が医療的ケアを行う基
盤となる。
１- ６

成長発達の一般的原則

成長 ・ 発達には一般的な原則があることを理解すると、
多様な現象が秩序ある変化の連続ととらえることができる。
図表４

成長・発達の一般的原則②

成長・発達の一般的原則①

図表６

Scammon スキャモンの発育型

্ਙ嵣ದਙ
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୍ ৣ ڀ
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ਛ࿃峙৾ಆ峘੯
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先ず、 乳幼児の発達過程においては、 頭部から下部の方
向へ、 また、 体の中心部から末梢方向に発達が進むなどの
一定の順序がある ( 図４)。 例えば、 粗大運動では、 首のす
わりから座位の保持、 やがてつかまり立ち、 自立歩行へと

成長 ・ 発達には一般的な原則があるが、 個人差があるこ

進む。 また、 上肢の運動は、 肩や肘の運動から始まり、 手首・

とにも注意を払う必要がある （図表 7）。

手掌、 手の指先の運動へと発達していく。

また、人の成長・発達には、様々な要因が互いに影響し合っ

人は遺伝因子に基づいて成長 ・ 発達を遂げ、 これを成熟

ている。 遺伝因子だけでなく、 環境因子として栄養状態や

と表現する場合がある。

健康状態、 人的 ・ 物的環境などが複雑に影響し合っている。

そこには経験の結果として得られる学習が関与し、 この

例えば、 医療的ケアを必要とするために、 クラスで教員と

学習には関連する諸器官の成熟が不可欠となる。

の対面で教育を受ける機会が十分にもてないと、 多様な情

現在の成熟段階に適した学習が重ねられることで、 子ど

報に触れる機会が制限されて教育効果が得られにくかった

もは成長 ・ 発達を遂げていく。

り、 仲間との関係を十分に体験できずに情動や社会性の発

（奈良間美保他 ： 系統看護学講座 小児看護学概論 小児

達に影響を及ぼしたりすることがある。

8

おいても、 気管カニューレは子どもにあった太さや長さなど

えることが大事だといえる。

が選ばれる ( 図表９)。
図表７

また、 身体の大きさだけでなく形態や機能にも違いがあ

成長・発達の一般原則③

るため、 一日に必要な体重当たりの水分量は大人より多く、
成長期にある子どもに必要な栄養量やその内訳は大人とは
異なる。安全な薬用量が大人とは違うということはもとより、
体調の変化や日々の成長に伴って薬用量が変化する場合が
ある。
図表９

子どもの特徴
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E.H. エリクソンの自我発達理論

アメリカの心理学者 E.H. エリクソンは、 心理 ・ 社会的
発達を主要な 8 段階 ( 図表８) として示した。 エリクソンに
よれば、 人と環境は複雑に織り合わさり、 絶えまない交流
の中で相互にダイナミックに関係し合うという。
例えば乳児期の 「希望」 は、 基本的信頼と不信の対立の
中からあらわれ、学童期では勤勉性と劣等感の対立から 「適
格性」 があらわれる。

子どもがものごとをとらえたり、 考えたりする知的機能に

ある時期の危機を乗り越えることは、 それ以降のすべて

も各時期の特徴がある。 学童前期では、 幼児期の特徴を残

の段階に根を下ろして繰り返し課題化され、 また、 より高

しているため、 図や道具を使いながら学習することが効果

次の段階に新たな意味合いを与える。

的であるが、 学童後期の多くは、 抽象的な思考が可能にな

学童期に仲間とともに学び生活することによる発達は、

るため計算などの能力が進み、 知識欲も旺盛になる。

それまでの発達過程が基盤となり、 また、 その後の発達に

したがって、 学校で医療的ケアを実施する環境が整うこ

もつながるという点で重要な意味を持つ。
（村瀬孝雄、 近藤邦夫訳

とには、 通学日数が増加して授業の継続性が保たれること

E.H. エリクソン， J.M. エリク

や、 教員や仲間との関係が深まることなどの多くの教育的

ソン ライフサイクル その完結 〔増補版〕 p75 みすず書

意義を持つ。

房 2001）

子どもは自分自身や周りで起きていることを総合的に判
断したり、 安全を守る対応をとったりすることを大人ほど十

１- ８

分にはできないため、。 周囲にいる教職員や看護師が、 個々

成長・発達の視点からの子どもの特徴

成長 ・ 発達の視点から、 子どもの特徴を以下にまとめる。

の理解力や症状のとらえ方 ・ 伝え方を把握しながら予測的

子どもは大人に比べて体が小さいため、 子どもの体格に

な対応に努める必要がある。

図表８

Ｅ．Ｈ．Ｅｒｉｋｓｏｎの自我発達理論
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あった大きさの机や椅子の大きさが選ばれ、 医療的ケアに

子どもが本来もつ力を十分に発揮できるような環境を整
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となる。 また、 教員を尊敬したり、 慕ったりする感情も生ま

さらに子どもが自分自身の症状をどのようにとらえるの

れる。

かには、 知識だけでなくそれまで経験したことなどの影響

学校における看護の役割 ・目指すところ

を受ける。 学童期には基本的なコミュニケーション能力が備

知的好奇心が高まる時期でもあるため、 授業中の医療的

わっている子どもが多いが、 症状を周りの人に伝えられるか

ケアによって学習を中断しなければならないことは、 子ど

どうかは子ども自身の気持ちや意向によっても現れ方が異

もの喜びや学習意欲に少なからず影響するものと考えられ

なる。 症状を実感しながらも障害等によって伝えられない

る。
これらの成長 ・ 発達の視点から、 一人ひとりの子どもの

場合や、 脆弱性の高い子どもにおいては、 注意深い観察が

特徴を捉えて、 医療的ケアを実施することが大切である。

必要である。
心の発達は、 学童前期には幼児性を残して感情のゆれに
よって泣いたり怒ったりする様子が見られるが、 しだいにコ
ントロールできるようになる。
家族中心の生活から、 学校での仲間を中心とした対人関
係に喜びを感じることが多くなる。 食事の内容や方法は違っ
ても、 学校という場で仲間と食事をとることも貴重な経験

2. 医療的ケア児を取り巻く社会動向
２- １

直近の平成 30 年には 1.42 となっている。 近年の合計特

出生数及び合計特殊出生率の年次推移

現在の社会背景 （図表 10） として、 棒グラフで見てとれ

殊出生率の低下は、 主に 20 代の女性の出生率低下による

るように、 日本の出生数は昭和 22 ～ 24 年の第一次ベビー

ものであることが図表 11 グラフから見てとれる。 ライフス

ブーム以降、 昭和 46 年～ 49 年の第二次ベビーブームを

タイルの多様化や経済状況を背景に、 晩婚化や未婚率の上

除いて、 基本的には低下し続けている。 同じく折れ線グラ

昇なども要因であると考えられる。 出産時の母親の平均年

フでは、 女性の生涯出産数をあらわす合計特殊出生率 （図

齢は上昇して、 ハイリスク妊産婦、 或いはハイリスク新生児

表 10） もほぼ一貫して低下を続けていることが分かる。

の割合が増加している。 近年は周産期医療、 小児医療の進
歩によって、 厳密な母体管理や高度な新生児の集中治療が

平成 17 年には過去最低の 1.26 を記録しその後微増の

行われるようになった。

推移をたどったが、 平成 26 年以降は再び減少傾向をみせ、
図表 10

出生数及び合計特殊出生率の年次推移

10

努めなければならない。」との内容であり、医療的ケア児

合計特殊出生率の年次推移

が法律に位置づけられたという点で、その意義は大きい。
また、2016 年に障害者総合支援法が改正され、①障害
者の望む地域生活の支援とともに、②障害児支援のニーズ

第Ⅰ章

図表 11

の多様化へのきめ細かな対応が示され、そこに「ウ． 医
自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるも
のとする」と明文化された。これに伴い、自治体では子ど
もの生活を支える体制づくりが本格的に始まった。
図表 13

障害児・者施策の取組み
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医療・看護における子どもの権利

看護界 ( 図表 12) では、1953 年に ICN( 国際看護師
協会）において看護者の倫理綱領が採択されて、看護師の
基本的責任として、「健康の保持増進、疾病の予防、健康

• ૩়੍ର১峘ਛয়قফ
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の回復、苦痛の緩和を行い、生涯を通してその最期まで、
その人らしく生を全うできるように援助を行うことを目的
としている」とうたわれている。さらに、1999 年に日
本看護協会は、小児看護領域の業務基準として、「小児看
護領域で特に留意すべき子どもの権利と必要な看護行為」
を示している。そこには、最小限の侵襲、抑制と拘束など
の医療場面で起こりやすい課題のみならず、教育・遊びの
機会の保障も示されている。どのような障害等があっても
教育を受ける機会を保証することを小児看護の重要な役割

２- ４

医療的ケア児のとらえ方

ま ず、 医 療 的 ケ ア 児 の と ら え 方 の 参 考 資 料 と し

と位置付けていることは、病院であっても、勿論学校であっ

て、2001 年 に WHO で 採 択 さ れ た、 国 際 生 活 機 能 分

ても、変わりはない。

類「I C F : I n t e r n a t i o n a l C l a s s i f i c a t i o n o f
図表 12

Functioning,Disability and Health」（図表 14）を

医療・看護における子どもの権利

挙げる。ICF は、ひとの生活機能と障害に関して、「心身
機能・身体構造」「活動」「参加」の３つの次元、さらには
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「環境因子」「個人因子」の影響を及ぼす因子から構成して
いる。それまでは身体機能の障害による生活機能の障害、
社会的不利を分類するという考え方が中心であったのに対

• ফ 岣৵ు่૧୩ୠ峑્峕ਔ峃峣岷峓峬峘ਥਹ峒
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して、ICF はこれらの環境因子という観点を加えて、例
えば、バリアフリー等の環境を評価できるように構成され

ઇ嵣ฉ峝峘ਃভ峘৳

ている。医療的ケアを必要とする子どもが、学校で活動し、
社会参加する権利を持つ主体であるためのバリアフリーを
２- ３

図る上で、参考になる考え方である。

障害児・者施策の取組

急性期を乗り越えた後も医療的ケアを継続しながら地域
や家庭で生活する子どもの数は急増している。社会制度や
サービスは十分に整備されていない状況が続いていたが、
ようやく 2016 年に児童福祉法が改正され、第 56 条の
6 第 2 項に（図表 13）医療的ケア児について言及された。
「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児そ
の他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害
児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉そ
の他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、
福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を
行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように

11
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療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、
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図表 14

２- ５

国際生活機能分類（ＩＣＦ）の構成要素間の
相互作用

医療的ケア児の推移

このような社会的背景から ( 図表 15) が示すように、 急
性期を乗り越えた後も医療的ケアを継続しながら地域や家

Health Condition
(disorder or disease)
ᗣ≧ែ䠄ኚㄪ䜎䛯䛿Ẽ䠅

庭で生活する子どもの数は、 ここ 10 年間で約 2 倍に増加
している。 このような医療的ケア児が学校で教育を受ける
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機会を確保するために、 先ずは特別支援学校等に看護師を
Body Functions and
Structures
ᚰ㌟ᶵ⬟䞉㌟యᵓ㐀

Activity
άື

配置して、 学校内で医療的ケアを実施する体制が整えられ

Participation
ཧຍ

るようになった。 さらに、 人工呼吸器が必要な子どもの推
計値では、 ここ 10 年で約 10 倍に急増した。

Environmental Factors
⎔ቃᅉᏊ




Personal Factors
ಶேᅉᏊ
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図表 15

医療的ケア児数の推移（推計値）人工呼吸器管理が必要な児童の推移（推計値）

出典：奈倉道昭；小児在宅医療の実態、医療的ケア児の全国の動向、在宅新療 0-100、4(4):315-320,2019.

２- ６

地域における医療的ケアを必要とする

を設けて、 子どもの生活を支える体制づくりがすすめられ

子どもの支援体制

ている。

医療的ケアを必要とする子どもの地域での支援体制 ( 図

各機関や職種の協働が大切であり、 子どもと家族の意向

表 16) は地域によって特徴がある。 地方公共団体が中心に

を尊重して、 チーム内の調整を図るコーディネーターの役割

なって保健、 医療、 障害福祉、 保育、 教育等が協働する場

が重要となる。

図表 16

地域における医療的ケアを必要とする子どもの支援体制
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３- １

校長の責任と権限に基づいて処理されなければならず、 ま

学校の設置及び管理

た、 校長は、 上司として所属職員に対し校務を分担させる

国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含

とともに、 校務の処理の仕方について必要に応じ指示する

む。 ･･･）、 地方公共団体 （･･･ 公立大学法人を含む。） 及び

など職務命令を発することができる。

私立学校第３条に規定する学校法人のみが、 これを設置す

このような校長の責任と権限を具体的な職務についてみ

ることができる。 ･･･ 国立学校とは、 国の設置する学校を、

ると、 その由来する根拠という観点から形式的に分類する

公立学校とは、 地方公共団体の設置する学校を、 私立学校

と、 二つに分けることができる。 すなわち、 第一は、 法令

とは、 学校法人の設置する学校をいう。」 と規定し、 学校の

によってそもそも校長の職務として定められているもので

設置主体たる設置者の存在を定めている （学教法第２条）。

あり、 第二は、 教育委員会が校長に委任し、 又は命令した

公立学校の設置者は、 前述のように 「地方公共団体」 すな

職務である。
まず、 校長の個々具体の職務が法令によって規定されて

わち都道府県、 市町村である。
次に、 学教法は、 設置者とその設置する学校の関係につ

いるものとして、 ①教育課程の実施や評価に関すること、

いて、 「学校の設置者は、 その設置する学校を管理し、 法

②就学、 入学、 進学及び卒業に関すること、 ③児童生徒の

令に特別の定のある場合を除いては、 その学校の経費を負

懲戒に関すること、 ④児童生徒の安全に関すること、 ⑤教

担する。」 と規定し、 いわゆる学校の設置者管理主義を明ら

職員に関すること、 がある。
また、 前述のように教育委員会からあらかじめ明示して

かにしている （学教法第５条）。
設置者がその設置する学校を管理するとは、 設置者が、

委任 （権限の委任又は専決 ・ 代決という内部委任） され、

当該学校の存立を維持し、 かつ、 その本来の目的をできる

又は命令されたものであり、 例えば、 学校施設の目的外使

だけ完全に達せしめるために必要な一切の行為をなすこと

用の許可、 設備や物品の管理、 所属職員に対する出張命令、

である。 すなわち、 設置者は、 ①学校の物的要素である校

研修命令など多くのものがある。 このような職務の付与の

舎等の施設整備、 教材教具等の維持、 修繕、 保管等の物的

形式としては、 教育委員会規則や訓令によるもの、 通達や

管理、 ②学校の人的要素である教職員の任免その他の身分

個別の職務命令によるものなど様々の方法があるが、 基本

取扱い、 服務監督等の人的管理、 ③学校の組織編制、 教育

的事項については教育委員会が定める学校管理規則によっ

課程、 学習指導、 教科書その他の教材の取扱い等の運営管

て体系的に明示されている。

理の一切を行うものである。
３－４
３- ２

校長と校務運営

前述のように、 校長は、 学校運営上の最終的な責任者と

教育委員会の職務権限

して、学校におけるすべての事柄について権限を有し、また、

地方公共団体における公立学校の管理に当たる 「機関」

責任を負う。

については、 地方自治法及び地方教育行政の組織及ぶ運営
に関する法律 （地教行法） により、 大学以外の公立学校に

学校においては、 個々の教員の自主性や創意工夫によっ

ついては教育委員会が、 公立大学については地方公共団体

て教育活動が生き生きと展開されることが大切であるとと

の長が、 その職務に当たることとなっている。 （地方自治法

もに、 全教職員が一体となって教育活動をはじめとする学

第 180 条の５、 同法第 180 条の８、 地教行法第 22 条、

校運営に取り組む体制が確立されなければならない。 この

同法第 23 条、 同法第 31 条）

ためには、 校長のリーダーシップが極めて重要であり、 教職
員のモラルの向上と組織体制の確立に努めることが校長の

このように、 大学以外の公立学校については、 地方公共

果たすべき役割である。

団体の 「機関」 である教育委員会が、 設置者の当然の機能
として有する包括的な管理権に基づいて、 学校に対し前述

したがって、 校長は、 法令及び教育委員会の指示等に違

のような物品管理 ・ 人的管理 ・ 運営管理の一切を行うこと

反しない限度について、 自らの責任と判断に基づき、 学校

となっている。 また、 教育委員会は学校だけではなく、 そ

運営が本来の目的にのっとって適正に行われるよう、 各教

の他の教育、 スポーツ、 文化の保護に関する事務をも管理、

職員に対して校務を分担させるとともに、 校務の処理につ

執行する機関である。

いて指導、 助言、 指揮、 監督を行う。

３－３

３－５

校長の責任と権限

学校における働き方改革

学教法は、 「校長は、 校務をつかさどり、 所属職員を監

文部科学省が平成 28 年度に実施した教員勤務実態調査

督する。」 と規定している （小学校：学教法第 37 条第４項、

において、 教員の厳しい勤務の実態が改めて明らかとなっ

中学校 ： 同法第 49 条、 義務教育学校 ： 同法第 49 条の

た。 これを受けて、 平成 29 年６月に、 文部科学大臣が中

８、 高等学校 ： 同法第 62 条、 中等教育学校 ： 同法第 70

央教育審議会に 「新しい時代の教育に向けた持続可能な学

条、 特別支援学校 ： 同法第 82 条）。 したがって、 これによ

校指導 ・ 運営体制の構築のための学校における働き方改革

り、 学校運営上必要な一切の事柄は、 学校段階においては

に関する総合的な方策について」 を諮問し、 平成 31 年１
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による相談機能を高め、 合意形成のプロセスを丁寧に行う

月に、 中央教育審議会は答申を取りまとめた。

ことが求められている。

この答申を踏まえ、 文部科学省は、 各教育委員会に対し
て、 学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組
の徹底を求める通知を発出した。 その中で、 「業務の役割
分担 ・ 適正化のために教育委員会等が取り組むべき方策」

学校における看護の役割 ・目指すところ

の一つとして、 「『チームとしての学校』 として、 事務職員に
加え、 スクールカウンセラー、 スクールソーシャルワーカー、
特別支援教育を支援する外部専門家等の専門スタッフや、
部活動指導員、 スクール ・ サポート ・ スタッフやその他の外
部人材について、 役割分担を明確にした上で参画を進め、
専門スタッフ等が学校に対して理解を深め、 必要な資質 ・
能力を備えることができるような研修等を実施するととも
に、 人員が確保できるよう所管の学校に対して必要な支援
を行うよう努めること。」 とするとともに、 学校における働
き方改革を強力に推進するため、 スクールカウンセラー、 ス
クールソーシャルワーカー、 医療的ケアを行う看護師や特別
支援教育を支援する外部専門家、 特別支援教育支援員、 日
本語指導に係る支援員等専門スタッフの配置充実を図るこ
とが示された。
３－６

医療的ケアに関する教育委員会による支援と
総括的な管理

教育委員会は、 学校において医療的ケアを実施するに当
たって、 医療的ケア児の状態に応じ看護師等を適切に配置
するとともに、 小児 ・ 在宅医療に知見のある医師を学校医
として委嘱したり、 医療的ケアについて助言や指導を得る
ための医師を学校医とは別に委嘱するなどして、 医療安全
を確保するための支援を行うとともに、 関係者 （学校や医
療機関、 福祉部局の関係者のほか、 保護者の代表者など）
で構成される協議会を設置し、 ガイドラインや緊急時の対
応指針を策定したり、 ヒヤリ・ハット事例を分析するなどして、
総括的に管理する必要がある。
さらに、 学校に配置する看護師等の専門性の向上を図る
ため、 医療機関や福祉部局などと連携を図り、 最新の医療
や看護技術、 医療機器に関する知識や技能などを得るため
の実践的 ・ 臨床的な研修の機会を確保することが求められ
ている。
３－７

就学先決定の仕組み（図表 17）

障害のある子供の就学先の決定については、 平成 25 年
に行われた学教法施行令の改正により、 個々の障害の状態、
本人の教育的ニーズ、 本人・保護者の意見、 教育学、 医学、
心理学などの専門家の知見、 学校や地域の状況等を踏まえ
た、 総合的に判断する仕組みへと改められた。
総合的判断を行う市町村教育委員会は、 障害者基本法
第 16 条においても、 年齢及び能力に応じ、 かつ、 その特
性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするとともに、
本人 ・ 保護者に対し十分な情報提供を行い、 可能な限りそ
の意向を尊重することが求められていることに留意する必
要がある。
同様に、 医療的ケア児の 「教育の場」 の決定においても、
教育委員会が主体となり、 早期からの教育相談、 教育支援
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図表 17

＜ 障 害 の あ る 子 供 の 就 学 先 決 定 の モ デ ル プロ セ ス＞
（市町村教育委員会）
〇 保護者への事前の情報提供

準備段階

・ 先輩の保護者等の経験に学ぶ機会の設定
〇 就学期における特別な支援が必要な幼児の把握
・ 早期からの支援との連携
〇 保護者への就学に関するガイダンス
↓

～１０／３１

学齢簿の作成
↓

～１１／３０

（ 学校教育法施行令第２条関係）

「 就学時の健康診断」 の実施
↓

（ 学校保健安全法第1 1 条関係）

総
合
的
判
断

〇 保護者面談
〇 子供に関する情報の把握
〇 学校見学や体験入学の実施
検討段階

〇 教育的ニーズ等の検討
・ 保護者からの意見聴取
・ 専門家からの意見聴取＜教育支援委員会（仮称）＞
〇 個別の教育支援計画等の作成
↓

決定段階

〇 市町村教育委員会による就学先の決定

↓
【域内の小・中学校への就学で合意
形成がなされている場合】

↓
【特別支援学校への就学で合意形
成がなされている場合】
↓
～１２／３１

↓

そ の 氏 名 な どを 都 道 府 県 教 育
委員会に 通知

（ 学校教育法施行令第1 1 条関係）
↓
（都道府県教育委員会）

小・ 中学校への入学
期日等の通知
（ 学校教育法施行令第５条関係）
～１／３１

↓
特別支援学校への入学期日
～１／３１
等の通知
（ 学校教育法施行令第1 4 条関係）
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4.
４－１

学校における医療的ケア
また、 学校において医療的ケアに対応する看護師等の数

学校における医療的ケア児の推移

（図表 18、 19） は全体で 3,552 名である。

文部科学省は、 幼稚園、 小学校、 中学校、 高等学校、 特
学校における看護の役割 ・目指すところ

さらに、 医療的ケア項目別に幼児児童生徒の数を見ると、

別支援学校 （専攻科は除く。） に在籍する医療的ケアが必

特別支援学校 （図表 20） では 「喀痰吸引 （口腔内）」 が

要な幼児児童生徒等の数を把握する調査を実施している。
令和元年度の調査結果によると、 医療的ケアが必要な幼

5,042 名と最も多く、次いで「経管栄養（胃ろう）」が 4,655

児児童生徒の数は、特別支援学校（図表 18）では 8,392 名、

名、 特別支援学校以外の学校 （図表 21） では 「導尿」 が

特別支援学校以外の学校 （図表 19） では 1,453 名であっ

397 名と最も多く、次いで「喀痰吸引（気管カニューレ内部）」

た。

が 304 名であった。

図表 18

特別支援学校に在籍する医療的ケア児等の推移
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幼稚園、小・中・高等学校に在籍する医療的ケア児の数（医療的ケア項目別）
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特別支援学校に在籍する医療的ケア児の数（医療的ケア項目別）
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図表 20

４－２

また、 学校は、 幼児 ・ 児童 ・ 生徒が集い、 人と人との触

医療的ケア児の教育

医療的ケア児の実態は多様であり、 いわゆる重症心身障

れ合いにより人格の形成がなされる場であり、 教育活動を

害児に該当する者のみならず、 歩いたり活発に動き回ったり

行う上で、 医療的ケアの有無にかかわらず、 幼児児童生徒

することが可能な医療的ケア児もいる。

の安全が確保されていることが前提であることからも、 学
校における医療的ケアの実施は大きな意義を持つ。

学校においては、 医療的ケア児の可能性を最大限に発揮
させ、 将来の自立や社会参加のために必要な力を培うとい

よって、 看護師等は、 成長 ・ 発達の過程にある子どもが

う視点に立って、 医療的ケアの種類や頻度のみに着目して

安全で豊かな学習活動を継続できるように、 フィジカルア

画一的な対応を行うのではなく、 一人一人の教育的ニーズ

セスメントと個別性をふまえた医療的ケアを行う必要があ

に応じた指導を行うことが求められている。

る。 また、 学習の基盤となる心身の健康増進 ・ 管理を担う
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とともに、 脆弱性の高い子どもの事故予防対策と緊急時の
対応において重要な役割を果たすことから、 教職員との連
携や多職種協働が必要不可欠である。
図表 22

学校における看護の役割 ・目指すところ
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４－３

学校において医療的ケアに対応する

ついて整理するため、 平成 29 年 10 月に設置した 「学校

看護師等の役割

における医療的ケアに関する検討会議」 が取りまとめた 「最

学校において安全に医療的ケアを実施するには、 関係者

終まとめ」 を受けて、 各教育委員会等に対して発出した通

の役割分担を整理し、 相互に連携協力しながら、 それぞれ

知 「学校における医療的ケアの今後の対応について （平成

が責任を果たしていく必要がある （図表 22）。

31 年３月 20 日付け 30 文科初第 1769 号初等中等教育
局長通知）」 の中で、 教職員や医療関係者、 保護者等の役

文部科学省が、 医療的ケア児を取り巻く環境が変わりつ

割分担例を示している （図表 23）。

つあることから、 学校における医療的ケアの基本的な考え
方を検討し、 医療的ケアを実施する際に留意すべき点等に
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○看護師等
・医療的ケア児のアセスメント

第Ⅰ章

図表 23

・医療的ケア児の健康管理
・主治医、学校医、医療的ケア指導医等医療関係者との連絡・報告
・教職員・保護者との情報共有
・認定特定行為業務従事者である教職員への指導・助言
・医療的ケアの記録・管理・報告
・必要な医療器具・備品等の管理
・指示書に基づく個別マニュアルの作成
・緊急時のマニュアルの作成
・ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積と予防対策
・緊急時の対応
・教職員全体の理解啓発
・（教職員として）自立活動の指導等

また、 学校においては、 組織的に医療的ケアを実施する

ある医師 （以下 「学校医等」 という。） に対して、 医療的ケ

ため、 校長の管理責任の下、 関係者 （担任、 養護教諭、 看

ア児が学校生活を送るに当たって必要な情報を主治医が提

護師等、 学校医 ・ 医療的ケア指導医など） で構成する医療

供した場合の評価が新設された。

的ケア安全委員会を設置し、 教職員と看護師等の連携の在

このことを踏まえ、 文部科学省は、 主治医から学校医等

り方の検討やヒヤリ ・ ハット事例の共有などが行われている。

への診療情報提供に基づく医療的ケアの流れやその際の留

看護師等も幼児 ・ 児童 ・ 生徒の教育を共に担っていくチー

意事項等を整理し、 各教育委員会等に対して通知 「医療的

ムの一員であることから、 教職員との間で情報共有やコミュ

ケア児に関わる主治医と学校医等との連携等について （令

ニケーションを図りながら、 医療的ケアに対応していく必要

和２年３月 16 日付け元文科初第 1708 号初等中等教育局

がある。

長通知）」 を発出した。 その中で、 医療的ケア児の教育機
会や医療安全を確保する観点から、 例えば、 学校において
医師や訪問看護ステーションなどとの関係

関係者 （主治医、 学校医等、 看護師等、 担任、 養護教諭、

学校には、 基本的に医師が存在しないため、 あらかじめ

訪問看護ＳＴなど） で構成する 「学校医療ケアチーム」 を編

医師 （主治医など） から指示を受けておく必要がある。 各

成するなどし、 一丸となって医療的ケアに対応できる体制

学校や教育委員会においては、 それぞれ様式を定め、 書面

を構築できるよう、 必要な措置を学校の設置者である教育

により主治医から指示を受けている。

委員会等に求めている。

４－４

一方、 令和２年度診療報酬改定 （図表 24） において、
医療的ケア児が通う学校の学校医又は医療的ケアに知見の

19
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図表 24

主治医から学校医等への情報提供に基づく医療的ケアの流れ
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回の情報提供が評価されることとなった。

さらに、 平成 30 年度診療報酬改定より、 義務教育諸学
校 （小学校、 中学校、 義務教育学校、 中等教育学校の前

学校においては、 医療的ケア児の在宅でのケアを行って

期課程、 特別支援学校の小学部及び中学部） に対する訪問

いる訪問看護ステーションの看護師等から医療的ケアの具

看護ステーションからの情報提供が評価の対象となっていた

体的な実施方法や留意事項等について情報を得るなど、 地

が、 令和２年度診療報酬改定においては、 情報提供の対象

域における連携も求められている。

に幼稚園が加わったほか、 入学 ・ 転学時に加えて各年度１

॥ছ
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導に当たっている例もある。

認定特定行為業務従事者である教職員との関係

平成 24 年４月から、 一定の研修を修了し、 喀痰吸引等

このことから、 学校によっては、 看護師等は特定認定行

の業務の登録認定を受けた介護職員等が一定の条件の下で

為業務従事者である教職員と役割分担をして医療的ケアに

特定の医療的ケア （喀痰吸引や経管栄養） を実施 （図表

対応することとなる。 ただし、 認定特定行為業務従事者で

25） できるようになった。

ある教職員が医療的ケアを行う場合であっても看護師等が
る教職員をフォローする体制を整える必要がある。

別支援学校に勤務する教職員に対して研修を行ったり、 学
校に医療的ケアのために配置された看護師が実地研修の指
図表 25

学校における医療的ケアの実施について
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４－６

校外における医療的ケアの対応

令和元年５月に宮城県において、 特別支援学校高等部に
通う医療的ケア児が喀痰が原因で登校中のスクールバスの
中で心肺停止状態となり搬送され、 病院で死亡が確認され
るという事案が発生した。
この事案を受けて、 文部科学省は、 医療的ケア児が通う
学校に対して、 各学校で作成する個別マニュアル等に、 例
えば、 スクールバスによる登下校時に容態が急変した際は、
速やかに、 安全な場所に停車し、 直ちに、 救急車を要請す
るなどの危機管理への対応が盛り込まれているか、 また、
作成した個別マニュアル等の内容が関係する全ての教職員
に理解されているかなどの確認を求めた。
各学校においては、 校外学習 （図表 26） に際して、 事
前に目的地の下見するなどして医療的ケアの体制を整える
とともに、 宿泊を伴う場合は、 宿泊地周辺の医療機関等に
緊急時の支援を要請するなどの措置が講じられている。
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定期的に巡回するなどして、 認定特定行為業務従事者であ

都道府県教育委員会の中には登録研修機関となって、 特
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図表 26

校外における医療的ケア

９．校外における医療的ケア
学校における看護の役割 ・目指すところ

（１）校外学習（宿泊学習を含む。）
①校外学習における医療的ケアの実施については、教育委員会及び学校は、児童生徒の状況に応
じ、看護師等又は認定特定行為業務従事者による体制を構築すること。なお、小・中学校等に
ついては、原則として看護師等を配置又は活用しながら、主として看護師等が医療的ケアに当
たり、教職員等がバックアップする体制を構築すること。
②校外学習のうち、泊を伴うものについては、看護師等や認定特定行為業務従事者の勤務時間等
も考慮した人員確保とともに、緊急の事態に備え、医療機関等との連携協力体制を構築するこ
と。その際には、泊を伴う勤務に対応できるよう、必要に応じ各自治体における勤務に関する
規則の整備をすること。
（２）スクールバスなど専用通学車両による登下校
①スクールバスなど専用通学車両への乗車については、医療的ケア児の乗車可能性をできる限り
追求し、個別に判断すること。
②スクールバスなど専用通学車両の登下校において、乗車中に喀痰吸引が必要となる場合には、
看護師等による対応を基本とすること。運行ルート設定の際、安全に停車可能な地点をあらか
じめ確認し、停車して医療的ケアを実施すること。
③緊急時対応が必要となる場合の対応策について、保護者と学校関係者（教育委員会の委嘱した
学校医・医療的ケア指導医、看護師等を含む。）との共通理解を図ること。
学校における医療的ケアの今後の対応について（平成 31 年 3 月 20 日）文部科学省より

４－７

災害時の対応

特に、 人工呼吸器等の医療機器を使用する医療的ケア児
が在籍する学校においては、 電源の確保や日頃から必要と
する医療機器のバッテリー作動時間の確認等の点検が重要
である。
文部科学省は、 令和元年台風 15 号により停電が長期化
したこと等を踏まえ、 事務連絡を発出し、 国立研究開発法
人国立成育医療研究センターが作成したマニュアル 「医療
機器が必要な子どものための災害対策マニュアル～電源確
保を中心に～」 を周知するなどして、 適切な措置を講じる
よう各教育委員会等に対して求めた。
各学校においては、 災害時にも医療的ケアに対応できる
よう、 医療的ケア児の状態に応じて、 医療材料や医療器具、
非常食等の準備及び備蓄について、 あらかじめ保護者との
間で確認しておく必要がある。
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第Ⅱ章

多職種連携と家族との協働

医療的ケア児は、 日常的に様々な機関や専門職とかかわっている。
ここでは、 学校以外の地域の機関や専門職といった多職種連携と、 家族との協働について述べる。
尚、 令和 2 年度診療報酬改定に伴う医療的ケア児に関われる主治医と学校医等との連携等には触れていない。

第Ⅱ章

1. 多職種連携
医療的ケア児に関係する多職種連携について述べる。
医療的ケア児を支える地域の組織・体制の現状

１- ２

医療的ケア児は、 日常的に医療を必要としながら、 成長

医療的ケア児にかかわる機関・職種

医療的ケア児にかかわる機関や職種を示した。

発達に合わせた就園や就学などの社会活動がある。 そのた

【医療】 は、 子どもの健康管理や、 在宅医療物品などの

め、 医療 ・ 福祉 ・ 保健 ・ 教育等の多職種が、 子どもの生活

提供を担う。 一人の子どもに対して、 治療方針決定や手術

を支えている。 医療的ケア児の生活は、 子どもの健康状態

などは小児専門病院や大学病院が、 日常的な診療は地域中

や医療的ケアの内容、 家族の状況などによって個別性が高

核病院や地域小児科センター、 小児科診療所がそれぞれ行

くなっており、 それらを子どもが生活する地域の状況に合わ

い、 往診は診療所が行う場合もある。 自宅での医療的ケア

せて組織 ・ 体制を作っていくことが求められる。 しかし、 小

やリハビリテーションに対して訪問看護や訪問リハビリテー

児期である医療的ケア児には、 ケアマネジャーのようなコー

ションを利用する子どもも増えている。

ディネーターが不在のことがあり、 利用しようとする社会資

【福祉】 は、 障害福祉サービスの利用を計画し、 実施して

源も地域によって異なる。 2018 年度から、 医療的ケア児

いる。 放課後や学校の長期休暇中に放課後等デイサービス

や重症心身障害児などの支援を総合調整する医療的ケア児

を利用したり、 レスパイトとしてショートステイを利用したり

等コーディネーターの養成が始まっているが、 家族が自分で

する子どももいる。 これらの福祉サービスは、 相談支援専

地域の社会資源を探したり、 交渉 ・ 調整したりするなどの

門員が家族や子どもと相談しながら利用計画書を作成して

状況は続いており、 医療的ケア児を支える地域の組織や体

いる。

制には、 大きな課題がある。

【保健】 は、 主に出生から就学前までの母子保健施策を
担っている。 各自治体によって支援内容が異なるため、 そ
の都度の確認が必要となる。

図表１ 医療的ケア児を支える地域の組織・体制の現状

【保育】は、就学前の保育をおこなう。 保育所等を利用して
いる子どもの場合、 集団での子どもの過ごし方や家族以外
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が実施するケアの注意点などを把握している場合がある。
【教育】 は、 学校教育をおこなう。 教育を受けることで子
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どもの世界が広がり、 その子なりの成長発達が得られる。
このように、 医療的ケアを必要とする子どもには、 健康
を守り成長発達を促す為に、 多くの機関や職種がかかわっ
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ていることが特徴と言える。
※図表 2、 3 に関して幼稚園は教育機関となる。

図表２ 医療的ケア児にかかわる機関・職種
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１- １

１- ３

医療的ケア児にかかわる教育機関は、 幼稚園などから小

医療的ケア児のライフステージごとの社会資源

医療的ケア児のライフステージごとの社会資源 ( 図表 3)

学校、 中学校、 高校などと変わっていき、 医療機関も、 小

について例示する。

児を専門としていた病院から、 成人を対象とする病院に引

第Ⅱ章

学校に勤務する看護師は小学校～高校までの子どもに

き継がれていく。 そのため、 ケアの軸となる “子どもと家

かかわることになるが、 子ども自身は、 小学校入学前には

族はどのように生活したいのか” といった、 医療的ケア児

保育所や児童発達支援を利用していたり、 高校卒業後には

と家族が経験してきたこと、 大切にしている思いなどを、 か

進学 ・ 就労したりするなど、 学校以外の生活が続いていく。

かわる支援者同士で共有することが重要である。

子どもの成長 ・ 発達を支える看護師として、 子どものライ
フステージを理解することが大切である。

多職種連携と家族との協働

図表３ 医療的ケア児のライフステージごとの社会資源

１- ４

相談支援専門員は、 福祉サービス利用に必要な計画書を

関係機関との連携調整をする職種

現在、 医療的ケア児の成長発達に合わせた社会資源等の

作成したり、 サービス利用の調整を行うため、 子どもや家族

調整を包括的に行うコーディネーターは、 いくつかの専門職

の意向を聞いたり、 社会資源の調整を行う機会がある。

がその役割を担っている。

かかりつけ病院のメディカルソーシャルワーカーや地域連

医療的ケア児等コーディネーターは、 各都道府県の研修

携担当看護師は、 医療的ケアや成長発達に合わせた、 退院

を受け、 医療的ケア児や重症心身障害児の支援を総合調整

後の社会資源調整や地域関連機関の相談役を担うことがあ

する相談支援専門員や保健師、 訪問看護師などが担ってい

る。

る。

２. 保健 ・ 医療 ・ 福祉の役割と学校での看護師等の役割
２- １

② 看護師等の役割

医療的ケア児を支える組織・体制

子どもにかかわる多職種の存在とその役割を理解し、 子

① 医療的ケア児を支える組織 ・ 体制
医療的ケア児の生活には多職種がかかわっており、 子ど

どもの成長 ・ 発達を意識した包括的な視点を持ち、 その視

もと家族の生活を中心に、 多職種がそれぞれの専門性を生

点を地域の多職種と共有することが必要である。 また、 子

かせる横断的調整が必要である。

どもが教育を受ける機会を保障する、 という目的を地域に

また、 医療的ケア児は成長 ・ 発達とともにかかわる職種

発信することも大切である。 看護師としての包括的な視点

が変化するので、 それぞれの支援が途切れないような継続

を持ち、 子どもの生活がより豊かになるような支援を多機

的調整が必要となる。 地域の中での組織 ・ 体制作りは医療

関 ・ 多職種と協働しながら実践する。

的ケア児等コーディネーターのような相談支援専門員などが
中心になっておこなうこともある。

26

図表４

医療的ケア児を支える組織・体制
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医療機関との連携

② 看護師等の役割

- 主治医 -

① 主治医との連携のポイント

看護師が直接主治医と連携する機会は少ないが、 学校で

主治医は、 病院において医療的ケア児の日常的な病状管

の子どもの様子が的確に伝わるように記録を作成し、 学校

理を行っている。

医などをとおして情報共有する。

学校での医療的ケアは、 主治医の情報提供から作成され
た指示書に基づいて実施される。
図表５

医療機関との連携

①主治医
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医療機関との連携

なく、 社会資源の調整を行うメディカルソーシャルワーカー

- かかりつけ医 -

① かかりつけ医との連携のポイント

や、 地域連携担当の看護師がいる場合がある。

かかりつけ病院は、 日常的な子どもの健康管理を行い、
体調不良時や緊急時に受診する医療機関になる。 自宅から

② 看護師等の役割

遠方の小児専門病院 ・ 大学病院の場合や、 地域中核病院や

子どもが入院した時や、 医療的ケアの変更があった時な

地域小児科センター、 診療所の場合もあり、 子どもによっ

ど、 子どもの生活について連絡 ・ 調整が必要になる時の窓

て様々であり、 緊急時の受診先や連絡方法を保護者や教員

口を、 保護者を通して確認できるとよい。

と共に確認しておく。 かかりつけ病院には、 主治医だけで
図表６

医療機関との連携

②かかりつけ医
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医療機関との連携
- 訪問看護、訪問リハビリテーション -

医療的ケアの実施を行う。 緊急時の相談や対応、 家族への

① 訪問看護、 訪問リハビリテーションとの連携のポイント

る。 訪問リハビリテーションでは、 理学療法士や作業療法士

２- ４

支援、 子どもが利用しているサービスの調整を行う事もあ
などのセラピストが自宅で子どもの健康状態を確認しなが

訪問看護は、 主に自宅での健康状態の確認や健康管理、
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それぞれの専門職の役割と連携のポイントを述べる。

の看護師が情報提供することによって診療報酬 「訪問看護

らリハビリテーションを行う。

情報提供療養費２」 が算定されることになるので情報収集
の機会が増える。 医療的ケア安全委員会に、訪問看護ステー

② 看護師等の役割
自宅で過ごす子どもの様子を最も把握している職種なの

ションの看護師から、 医療的ケアの実施について情報を得

で、 お互いに子ども ・ 家族の様子を情報交換し、 子どもと

ることも有効である。 また、 訪問看護師は定期的に主治医

家族の包括的アセスメントや健康管理に活用する。

に訪問看護計画書や報告書を提出しているので、 訪問看護

第Ⅱ章

師との情報共有を行う場合がある。

子どもの入学時や転学時の最初の月、 又は年 1 回は、
学校からの求めに応じて利用している訪問看護ステーション
図表７

医療機関との連携

③訪問看護、訪問リハビリ

多職種連携と家族との協働
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２- ５

は相談支援系、 訪問系、 日中活動系、 通所系、 入所系があり、

福祉との連携 - 障害福祉サービス -

障害児の福祉サービスは、 障害者総合支援法、 児童福祉

相談支援専門員がサービス等利用計画を立案して、 市区町

法などに基づいており、 子どもの年齢、 診断名、 症状、 居

村の障害関連担当課との交渉を手助けしてくれる ( 図表８)。

住地などによって利用できるサービスが異なっている。 主に
図表８

２- ６

福祉との連携

① 障害福祉サービス

② 看護師等の役割

福祉との連携 - 相談支援系 -

計画書は定期的に更新されるため、 看護師は、 計画書作

① 障害児相談支援との連携のポイント

成のタイミングなどを利用して情報共有できるとよい。

医療的ケア児など、 障害をもつ子どもたちが福祉サービ
スを利用するときには、 相談支援専門員による計画書が必
要となる。
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図表９

福祉との連携

②相談支援系

س૩ుৼ੍ରহਚ
• ৼ੍ର௧৩岶૩়੍ର১峕੦峏岹ஂ૧ஔહ岝૩
ৼ੍ର岝૩ৢਚ੍ରಉ峼ਹ৷峃峵峉峫峘ੑয়੧峼ষ岰

┳ㆤᖌ➼䛾ᙺ

２- ７

② 学校配置の看護師の役割

福祉との連携 - 訪問系 -

看護師が直接連携する機会は少ないが、 子どもの日常生

① 居宅介護事業所との連携のポイント

どへの支援につながることがある。

ビスがある。
子どもに直接かかわる職種であり、 就学前からサービス
を提供していることもある。
福祉との連携

③訪問系（居宅介護）

س୧ஂ૧হਚق嵃嵤嵈嵀嵓崿ك

• ঽ୧峕岴岻峵োຉ岝ൾ峅峎岝୫হಉ峘ஂஃ岝ຸᅲ峔峓峘ੇহ

┳ㆤᖌ➼䛾ᙺ
䖂ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸Ꮚ䛹䜒䛾᪥ᖖ⏕ά䛻䛴䛔䛶ሗඹ᭷䜢⾜䛖

２- ８

福祉との連携 - 日中活動系

しての役割も担い、 母親の出産時などにも利用されている。

( 短期入所 )-

① 短期入所施設との連携のポイント
② 看護師等の役割

子どもが利用できる日中活動系のサービスは、 短期入所

看護師が直接連携する機会は少ないかもしれないが、 短

（ショートステイ） である。

期入所利用後の子どもの様子について保護者などを通して

自宅で普段子どものケアを行っている人が、 病気などの

情報共有しておくことは大切である。

理由でケアできない場合、 障害のある方に障害者支援施設
や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、 入浴、 排せつ、
食事のほか、 必要なケアを行うサービスである。 このサー
ビスは、 ケア提供者にとってのレスパイトサービス （休息） と
図表 11

福祉との連携

④日中活動系（短期入所）
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場所づくりを推進するものである。

福祉との連携 - 通所系（放課後等デイサービス）-

①通所系 （放課後等デイサービス） との連携のポイント
就学中の子どもが利用できる通所系のサービスには、 放

② 看護師等の役割

課後等デイサービスと、 児童発達支援がある。

学校とは違った子どもの様子が見られることもあるため、

放課後等デイサービスは、 学校通学中の障害児に対して、

学校と放課後等デイサービスでの子ども ・ 家族の様子を情

放課後や夏休み等の長期休暇中において、 生活能力向上の

報共有し、 子どもと家族の包括的アセスメントや健康管理

ための訓練等を継続的に提供することにより、 学校教育と

に活用できるとよい。

相まって障害児の自立を促進するとともに、 放課後等の居
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活上の支援について情報共有できると、 セルフケア獲得な

子どもが利用できる訪問系のサービスは、 主には居宅介
護と言われる、 自宅における入浴 ・ 排泄 ・ 食事介助等のサー

図表 10
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図表 12

福祉との連携

⑤通所系（放課後等デイサービス）
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２-10

ている。

福祉との連携 - 通所系（児童発達支援）-

① 通所系 （児童発達支援） ポイント
② 看護師等の役割

もうひとつの通所サービスである児童発達支援は、 主に

自分の地域の児童発達支援センターを把握しておくとよ

は未就学児が対象になっているが、 地域の中核的な支援役

い。

割を担う児童発達支援センターでは、 地域の障害児やその
家族の相談支援、 障害児を預かる施設への援助・助言を行っ

図表 13

福祉との連携

⑥通所系（児童発達支援）

ଞেણ峕岴岻峵੦ম峔峘岝ੴૼચ峘હଖ岝ૐ੮েણ峢峘
ిૢธಫ岝峇峘ਏ峔੍ର峝峼ৢਚ峑ষ岰
سుญ੍ର崣嵛崧嵤قୠ峘রற峔੍ର૽સك
嵣ਹ৷૩ు峢峘峮峇峘ੇఔ峕ৌ峃峵੍ର峼ষ岰峒峒峬峕岝ୠ峘૩ు
峮峇峘ੇఔ峘ৼ੍ର岝૩ు峼岵峵ਝ峢峘ରஃ嵣ஃ峼ষ岰
س峇島ਰਗ峘হਚ
嵣ਹ৷૩ు峢峘峮峇峘ੇఔ峕ৌ峃峵੍ର峼ষ岰

┳ㆤᖌ➼䛾ᙺ
䖂⮬ศ䛾ᆅᇦ䛾ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䝉䞁䝍䞊䜢ᢕᥱ䛩䜛

２-11

② 看護師等の役割

福祉との連携 - 入所系 -

入所している子どもが通学している場合は、 施設職員と

① 入所系との連携のポイント

子どもや家族の様子の情報共有を行うとよい。

子どもが利用できる入所系サービスには、 福祉型障害児
入所施設と医療を併せて提供する医療型障害児入所施設の
2 種類がある。

図表 14

福祉との連携

⑦入所系
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自治体の保健部局等との連携

していることがある。 産後ケア事業や乳幼児健診を通して、

① 自治体の保健部門等との連携のポイント

保健師が子どもと家族に継続的に関わっている場合には情

２-12

報共有できるとよい。

自治体の保健部局等では、 就学前の母子保健施策などに
もとづき妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の提

② 看護師等の役割

供を行う。

就学時に、 自治体の保健部門等の保健師と情報共有でき

保健師は新生児訪問を行っており、 妊娠中や出産直後か

ることが望ましい。

ら子どもの障がいが分かっている場合には、 早期から介入

30

図表 15

自治体の保健部局との連携
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は言えないが、 これから就学する子どもが就園している場

保育機関との連携

家族の様子などを情報共有することができる。 可能な場合

保育機関には、 認定こども園や保育所、 幼稚園などがあ

は、 就学前に登園時の様子などを見学にしたり、 書面など

る。

で情報提供を受けたりする場合もある。
② 看護師等の役割
医療的ケアを必要とする子どもの就園体制は未だ十分と
図表 16

保育機関との連携
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3. 家族との協働
３- １

と遊び、 交流する機会や多様な環境に触れる機会が少なく

医療的ケア児の家族の特徴

医療的ケア児とその家族の特徴について説明する。

なってしまい、 年齢に応じた成長や発達が阻害されてしま

医療的ケア児のケアや健康管理などは、 主に親が自宅で

う可能性がある。 学校で同年代の子どもと過ごすことを通

担っている。 ほぼ 24 時間のケアを家族、 主に母親が担う

して、 さまざまな刺激から子どもの成長発達が促進される

ことで、 慢性的な寝不足や疲労、 命を預かることへの緊張

ことから、 親にとっても子ども本来の姿が捉えやすくなる。

感が蓄積し、 心身の負担感は増大している。 また、 医療的

また、 通園や通学ができても、 登下校時や授業時間への

ケア児のきょうだいへの育児や、 家族自身の通院などがあ

終日の付き添いが求められる場合がある。 それにより、 親

る場合には重責が増し、 家庭環境が悪化する要因となり得

自身の就業や社会活動の機会が限られてしまい、 社会的に

る。 レスパイトのような社会資源の利用も必要だが、 学校

孤立した状態になる親も少なくない。
看護師として、 医療的ケア児だけでなく家族の状況も理

での子どもの日中活動を整えることで子どもの生活リズム

解し、 子どもの豊かな学校生活を支えるために家族との協

が整い、 家族の生活が安定することもある。

働が重要である。

医療的ケア児は、 利用できる社会資源が限られ、 生活
環境が家庭と学校に限定されることがある。 同年代の友人
図表 17

医療的ケア児の家族の特徴

䕿Ꮚ䛹䜒䛾་⒪ⓗ䜿䜰䛾ᐇ⪅䛾䜋䛸䜣䛹䛿ẕぶ
ẕぶ䛿䚸ぶ䛸䛧䛶䜘䜚䜒┳ㆤ⪅䛸䛧䛶Ꮚ䛹䜒䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛
䛸ㄆ㆑䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䚸䇾ぶ䇿䛷䛒䜛ㄆ㆑䜢⬣䛛䛥䜜䜔䛩䛟䛺䜛

䕿་⒪ⓗ䜿䜰䛺䛹䛻䜘䜚䚸ᐙ᪘䛜ఇᜥ䛩䜛㛫䛜ᚓ䛻䛟䛟䛺䜛
ᐙ᪘䛜ఇᜥ䛩䜛䛯䜑䛾♫㈨※⏝䜒ᚲせ䛰䛜䚸Ꮚ䛹䜒䛾᪥୰άື䜢ᩚ
䛘䜛䛣䛸䛷Ꮚ䛹䜒䛾⏕ά䝸䝈䝮䛜ᩚ䛔䚸ᐙ᪘䛾⏕ά䛜Ᏻᐃ䛩䜛䛣䛸䜒䛒䜛

䕿♫⏕ά䛾ᗈ䛜䜚䛻䜘䜚䚸Ꮚ䛹䜒ᮏ᮶䛾ጼ䛜ᤊ䛘䜔䛩䛟䛺䜛
ྠᖺ௦䛾Ꮚ䛹䜒䛸㐣䛤䛩䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ㛗Ⓨ㐩䛜ಁ㐍䛥䜜䛯䜚䚸㞀
䛜䛔䛜䛒䛳䛶䜒୍ே䛾Ꮚ䛹䜒䛷䛒䜛䛸ぶ䛜ᤊ䛘䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜛

31

多職種連携と家族との協働

合は、 就学時に子どもの健康状態、 医療的ケア実施状況、

① 保育機関の連携のポイント

３- ２

家族との連携

療的ケア児の健康状態の学校への報告など、 責任を分担す

- 保護者の役割 -

ることの理解を図る。

学校における医療的ケアの実施にあたっては、 家族にも

学校における医療的ケアの実施体制と学校看護師の役割

重要な役割がある。

について十分説明し、 理解を求めることが必要となる。

まず、 学校における医療的ケアの実施体制への理解と医
図表 18

学校における保護者の役割
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の健康状態、 医療的ケアの内容や頻度、 想定される緊急

３- ３家族との協働
医療的ケア児の学校生活を支えるために、 家族と協働す

時の対応などについて、 あらかじめ家族から説明を受けて、

るポイントについて示す。

学校で実施可能な医療的ケアの範囲について、 家族と学校

① 家族との協働のポイント

の双方で共通理解を図ることが必要となる。

医療的ケアに関する窓口となる教職員を定め、 入学時か
ら相談を受けられる体制を整備する。 家族に医療的ケア実

② 看護師等の役割

施などの学校の仕組みを説明する際には、 全体像や役割分

看護師は、 子どもや家族の成長発達をアセスメントした

担を明記したリーフレット等を用いてわかりやすく説明する

りケアしたりする専門性を活かし、 窓口となる教職員などと

必要がある。

協働して家族のケアを行う。

学校で安全に医療的ケアを実施するため、 医療的ケア児
図表 19

家族との協働のポイント
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医療的ケア児についての理解

1. 重症心身障害児と医療的ケア児
よく使われる 「重症心身障害児」 という言葉
の定義について説明します。

ඪੱମ૩ుभଝ

子どもの障害について考える時、 図に示すよ
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できます。 これを大島の分類と言います。

せ持つ障害児は、 大島の分類 1 ～ 4 に相当し、
このような障害児を 「重症心身障害児」 と言い
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重要な障害概念でもあります。
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本来、 運動障害の程度は身体障害者手帳に、
知的障害の程度は療育手帳にそれぞれ反映され
ますが、 明らかに障害があっても手帳を持たな

症心身障害児か否かは判断できません。

い子どももいますので、 手帳の有無だけでは重
日常的に医療ケアが必要な 「医療的ケア児」
という概念について説明します。
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吸、 栄養、 排泄に関して日常的に医療ケアを必
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要とする子どもたちを 「医療的ケア児」 と言い
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ます。
急性期治療ではなく、 日常的に必要な医療ケ
アの大変さを測る指標の一つに、 障害福祉サー
ビスにおける医療的ケア判定スコアがあります。
「医療的ケア児」 という概念は、 まだ明確な
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「重症心身障害児」 と 「医療的ケア児」 とい
う２つの概念を組み合わせると、 子どもの障害

گणभກदઅइॊनुभ૩൸

像は３つの軸で考えることができます。

ੴ ૩

大島分類で使われる 「運動障害」 と 「知的障
害」 の他に、 「日常的な医療ケアの必要性」 を
３つ目の軸にすると、 左図のような立方体で子
ども達の障害像を表すことができます。
さらに、 重症心身障害児と医療的ケア児の関
係を平面的に表すと、 このように重なり合う２つ
の輪で表すことができます。
医療的ケア児の 6 ～７割は重症心身障害もあ

ඪੱମ૩ుध
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ると言われています。
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２. 多様な状態像に応じた医療的ケア支援
新生児医療の進歩に伴い障害児の様相は大き
く変化しました。 代表的な３つの障害像につい
て説明します。
①運動障害も知的障害も重度な医療的ケア児
以前は救命できなかった重度の仮死分娩や奇
形症候群の子どもたちが、 経管栄養や気管切開
や人工呼吸器などの濃厚な医療ケアを抱えなが
ら退院してくるようになりました。
児スコアもかなり高い子どもたちです。
②運動障害が軽度な医療的ケア児
早産児の脳保護に対する治療が進化し、 脳障
害による運動障害は非常に軽度になりました。

⋇ઈ૩ुੴ૩ु২ऩୢॣ॔ు
ਰम୵दऌऩऊढञ২भෘଈী⎳ृྜྷඪණभनुञठऋ৽ؚଵ౭ുृਞଵજ৫ृযੵ
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⋈ઈ૩ऋೄ২ऩୢॣ॔ు
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घ؛ःॎॅॊَऎୢॣ॔ుُदघ؛ੴ૩ऋऺध॒नऩःनुुऎؚফೡपऴऔॎखः
ૐ੮েણभৃृ৾ಆ୭ऋीैोऽघ؛
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もが増加しています。 いわゆる 「動く医療的ケ
ア児」 です。

③運動障害も医療的ケアも重度だが知的障害は軽度な医療的ケア児
進行性の脊髄疾患や筋骨格系疾患においても、 積極的に人工呼吸器
を装着しながら在宅生活を送る子どもたちが増えています。

知的障害がほとんどない子どもも多く、 年齢

脳障害がほとんどないことが多いため、 一般的に学習意欲は高く、

にふさわしい集団生活の場や学習環境が求めら

濃厚な医療的ケアがあっても年齢にふさわしい集団生活の場や学習環

れます。

境が求められます。

医療的ケアが必要な子どもたちの状態像は多
様です。 多様な状態に応じて医療的ケア支援の
在り方も変わってきます。

ऩ૾ଙ൸पૢगञୢॣ੍॔ର

①運動障害も知的障害も重度で、 自発運動が
ほとんどない寝たきりの子どもは、 比較的医療
的ケアが実施しやすいです。
しかし、 ②運動障害や知的障害が重度であっ

⋋ઈ૩मऩऎ
ੴ૩ुೄ২

ても、 上肢の動きがある子どもでは、 気管カ
ニューレ等の自己抜去の可能性があります。
さらに、 ③運動障害がほとんどなく移動機能
も上肢の動きがあるけれど、 知的障害が重度で
指示が入りにくく行動抑制が困難な子どもがい
ます。
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このような子どもたちに対しては、 医療的ケ
アの支援だけでなく、 行動見守りと事故防止の

動のある子どもや、 ⑥運動障害がなく、 知的障害も軽度な子どもがい

ための工夫が必要です。

ます。

一方、 ④運動障害が重度で、 自発運動がほと

このような子どもたちに対しては、 医療的ケアの支援だけでなく、

んどない寝たきりですが、 知的障害が軽度な子

適切な援助と見守りのもとで、 導尿や吸引や注入など、 必要な医療的

どももいます。

ケアの自立を目指すことも可能です。

その中には⑤知的障害が軽度で上肢の随意運
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医療的ケア児についての理解

しかし、 早産ゆえの呼吸器系の未熟性に伴い、
酸素療法や気管切開や人工呼吸器が必要な子ど

第Ⅲ章

先に述べた重症心身障害児に相当し、 超重症

ৗেుୢभਤనपൣः
পऌऎ৲खञ૩ుभৼ

３. 疾病と障害の特徴
子ども達が抱えている状態像の原因である病
名 （原因疾患） を、 疾患の部位や時期によって
大まかに分類し、 表に示します。

ਉႈ೩

よく使われる 「脳性麻痺」 という言葉は、 実
は病名 （原因疾患） ではなく、 「周産期の脳障

૩॑ਭऐञਜ਼ृৎपेढथਉႈ೩॑ীథ
㞀ᐖ㒊 Ⓨ⏕ᮇ
⬻

害に起因する非進行性の運動障害」 を示す総称

࿘⏘ᮇ
᪂⏕ඣᮇ

的な概念です。 多様な原因疾患を含んでいるた
め、 その状態像は様々です。

第Ⅲ章

医療的ケア児の中には、 上の表の部位には障
害がなく、 「小児慢性特定疾病」 に相当すること
が多い先天性の内臓系の疾患によって、 膀胱直
腸障害、 心臓 ・ 循環器系障害、 内分泌障害など
をきたす子どもも存在します。
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医療的ケア児についての理解

原因疾患に伴う様々な合併症 （状態像） すな
わち、 子ども達の障害像の考え方を示します。
合併症 （状態像） には運動障害、 知的障害、

়ಡඪ૾قଙ൸ك

感覚障害の他、 医療的ケアが必要となる可能性

 ٶઈ૩

が大きい呼吸機能障害、 摂食嚥下機能障害、 心・

 ٶੴ૩

循環器系障害、 内分泌系障害、 膀胱直腸障害な

 ٶళลਃચ૩

ど多様な障害があります。
これらを複数合併している子どもも珍しくあり
ません。
保護者が記入してくる病名は、 身体障害者手
帳の障害種別が記載されているだけのことが多
いので注意が必要です。
同じ疾患名 （原因疾患） であっても、 合併す

 ٶಁ૩
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る障害の種類と程度は子どもによって一人一人
異なります。

脳性麻痺の主な合併症とその相互関係につい
て図に示します。
重症心身障害児 ・ 者では、 さまざまな合併症
が、 相互に関連し、 悪循環となります。
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これらの合併症への理解と適切な対応が重要
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【周産期～乳幼児期の虚血性脳障害】 のある
子どもの特徴を説明します。
脳の障害そのものは非進行性ですが、 運動機
能が思春期頃から低下してきます。
脳の障害に由来する知的障害や視覚障害やて
んかんなどを合併することがあります。

ఢਓعుभ༘ഷਙ౼૩
 ٶ౼भ૩जभुभमశਤষਙदघऋؚઈਃચमઓஐႃऊैৣखथऌऽघ؛
 ٶ౼भ૩पਟघॊੴ૩ृଳಁ૩ृथ॒ऊ॒ऩन়॑ಡघॊऒधऋँॉऽघ؛
 ٶ൙ಸऋৈऎथઈ૩ऋ২भनुदमؚઓஐपᚢৣਃચ૩ृళลਃચ
૩ृ၌୫ಗඪऋப৲घॊऒधऋःदघ؛

筋緊張が高くて運動障害が重度の子どもで
は、 思春期前後に嚥下機能障害や呼吸機能障害
や胃食道逆流症が悪化することが多いです。

ᚢৣਃચ૩भப৲؟ঌش५ॺ୫भ৽ઠၭ╒৽ଵ౭ുभಡ৷
ళลਃચ૩भப৲؟ลਬ╒ਞଵજ৫ृಞଖ╒ళลஓ১

ペースト食を経口摂取していた子どもが経管
栄養を併用するようになったり、 吸引だけでは
器療法が必要になったりすることがしばしばあり

৵৾ૅྼम્શ੍ର৾ૅق৵৾كো৾ৎपमୢॣ॔धम૮दँढथुؚ
ઓஐႃपୢॣ॔ऋਏपऩढथऎॊऒधऋँॉऽघ؛

ます。
小学校又は特別支援学校 （小学部） 入学時に

的ケアが必要になってくることがよくあります。

第Ⅲ章

排痰できなくなって気管切開や酸素投与や呼吸

൙ಸऋৈऎथઈਃચ૩ऋ২भनुदमؚ

は医療的ケアとは無縁でも、 思春期前後に医療

動障害が軽微で未熟性のために医療的ケアを必
要とする、 いわゆる 「動く医療的ケア児」 の特
徴について説明します。
呼吸器系が未熟で医療的ケアが必要な子ども
は、 運動機能や認知機能の発達や喉頭 ・ 気管 ・
気管支の成長に伴い、 一般的には就学前までに
は人工呼吸器や気管切開管理から離脱できるこ
とが多いです。 就学後に気管切開が必要な子ど

༘ഷਙ౼૩भೄऩଫਓు
ڀઈ૩ऋೄदؚ࿃ਙभञीपୢॣ॔॑ਏधघॊَऎୢॣ॔ుُ
ళลஓ௺भ࿃ਙऋਉदୢॣ॔ऋਏऩनुदमؚઈਃચृੳੴਃચभृ።୍ृਞ
ଵभਛশपൣःؚಹपम৾ऽदपযੵళลஓृਞଵજ৫ଵऊैदऌॊऒधऋःदघ؛
৾पਞଵજ৫ऋਏऩनुदुؚମ৬भਛশऋਛघॊઓஐऽदपमदऌॊ૭ચਙ
ऋँॉऽघ؛
ᚢৣਃચपਖऩःऋ৽ઠၭपৌघॊ౯ऋਘऎ৽ؚଵ౭ു॑ಡ৷खथःॊनुभরपमؚ

ੳੴਃચभपൣः৽ઠၭऋਤाؚ৾प৽ଵ౭ുऊैदऌॊनुऋःऽघ؛

৵؞র৾ૅආরपୢॣ॔ऊैदऌॊ૭ચਙऋँॉऽघ؛

もでも、 身体の成長が完成する思春期までには
離脱できる可能性があります。
また、 嚥下機能に問題ないが経口摂取に対す

َऎୢॣ॔ుُभরपमؚੴ૩ृੳੴਃચभုॉभञीपؚંऋোैऩऊढञॉؚ้
ਙऋँढञॉखथؚਞଵढ़ॽগشঞृ৽࿀၌ଵ॑௷ுखथखऽढञॉघॊनुऋःऽघ؛

る拒否が強く、 経管栄養を併用している子ども

ୢॣ॔भऩःৎఝपुৄஹॉऋਏऩऒधऋँॉऽघ؛

の中には、 認知機能の発達に伴い経口摂取が進
み、 就学後に経管栄養から離脱できる子どもが
います。
このように 「動く医療的ケア児」 の中には、小・
中学校在籍中に医療的ケアから離脱できる可能

また、 「動く医療的ケア児」 の中には、 知的障害や認知機能の偏りの
ために、 指示が入らなかったり、 衝動性があったりして、 気管カニュー
レや経鼻胃管を抜去してしまったりする子どもがいます。 医療的ケアの
ない時間帯にも見守りが必要なことがあります。

性があります。
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医療的ケア児についての理解

【虚血性脳障害の軽微な早産児】、 すなわち運

【先天異常症 （染色体異常 ・ 奇形症候群）】 に
ついて説明します。
染色体異常症の合併症や予後は類型化されて
いますが、 個人差も大きいです。
検査で染色体異常が証明されていなかった
り、 既知の奇形症候群に当てはまらなかったりし
ても、 発達の遅れと多発奇形があれば先天異常
症と考えます
視覚障害 ・ 聴覚障害を合併することが多いで

ଠ౮ଞඪقഉ౦৬౮ଞྜྷ؞ඪණك
 ٶഉ౦৬౮ଞඪभ়ಡඪृमథ৲औोथःऽघऋয୷ुপऌःदघ؛
 ٶഉ౦৬౮ଞऋऔोऩऊढञॉؚใੴभྜྷඪණपਊथमऽैऩऊढञॉखथुؚभ

ोधྜྷऋँोयଠ౮ଞඪधઅइऽघ؛
 ٶଳಁ૩؞ലಁ૩়॑ಡघॊऒधऋःदघ؛
 ٶටྜྷྜྷੱقؚ৲ଵྜྷؚႲྜྷऩन॑كप়ಡघॊऒधऋँॉؚऒोैऋে୵
॑ంకखऽघ؛
 ٶ৸ମपᒤൠਙऋँॉؚටႈ೩भਤষृப৲ऋଫऎؚౕपப৲खथखऽअऒधुःदघ؛

す。 内臓奇形（心奇形、消化管奇形、腎奇形など）

ઋ৽৻؞පਙႈ೩

を多発的に合併することがあり、 これらが生命

 ٶফਜ਼दઈਃચृಁਃચ ലৡ؞ଳৡ ृಖઋਃચऋষखथःऎऒधऋःभदघऋؚग
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予後を左右します。
全身的に脆弱性があり、 内臓疾患の進行や悪

ႈ೩दुनुपेढथਤষभଫऔम౮ऩॉऽघ؛

 ٶၭ୫ਃચृళลਃચभৣपँॎचथଞেણभ੍ର্১॑इथःऎਏऋँॉؚਛশपൣढ
थୢॣ॔ऋੜइथःऎऒधऋःदघ؛

化が早く、 急激に悪化してしまうことも多いで
す。

しかし、 同じ疾患名でも子どもによって進行の早さは異なります。

医療的ケア児についての理解

【神経 ・ 代謝変性疾患】 について説明します。

摂食機能や呼吸機能の低下にあわせて日常生活の支援方法を変えて

中枢神経変性疾患や代謝異常症の場合は、 年

いく必要があります。 成長に伴って医療的ケアが増えていくことが多い

単位で運動機能や感覚機能 （聴力 ・ 視力） や精

です。

神機能が退行していくことが多いです。

脊髄に障害のある疾患について説明しま
す。
先天性の代表的な疾患である二分脊椎と、

Ꮲᇈभႈ೩

後天性の脊髄損傷について説明します。

ীᏢჇ

【二分脊椎】

 ٶᏢჇभ൷ำਂ৸पेॊᏢᇈभਛ૩भञीؚᏢჇभಳऊै೫ਜ਼भ৸थभᏢᇈઋ৽ऋ૩औ

脊椎の閉鎖不全による脊髄の形成障害のた
め、 脊椎の欠損部から遠位の全ての脊髄神経
が障害され、 弛緩性運動障害および知覚障害
をきたします。
温痛覚が障害されるので外傷や熱傷に本人
が気付きにくく配慮が必要です。
膀胱や直腸機能障害を合併し間欠導尿など

ोؚ፩ਙઈ૩उेलੴಁ૩॑ऌञखऽघ؛
 ٶആ൱ಁऋ૩औोॊञीؚਗംृംपমযऋਞહऌपऎःदघ؛
 ٶᶾᶪઉႯਃચ૩়॑ಡखಳႌऩनभୢॣ॔ऋਏपऩॉऽघ؛
 ٶ୍ඪ؞প౼भਛ౮ଞ؞భᇈभঊঝॽ॔ಉभ౼ྜྷ॑ൣअऒधऋँॉؚرऩங২भੴ૩
়॑ಡखथःॊऒधुःदघ ؛

Ꮲᇈം
 ٶرऩਉदᏢᇈऋীपംखؚംঞঋঝऊै೫ਜ਼भ᮶ਙৌ๊ᮾ॑ऌञखऽघ؛उेलੴ

ಁ૩॑ऌञखऽघ؛ઋ৽ਙᶾᶪृઉႯਃચ૩ु়ಡखऽघ؛
 ٶᏢᇈटऐभ૩दँोयؚੴ૩मँॉऽच॒؛

の医療的ケアが必要になります。
水頭症 ・ 大脳の形成異常 ・ 延髄のヘルニア
等の脳奇形を伴うことがあり、 様々な程度の

レベルから遠位の痙性対麻痺および知覚障害をきたし、 神経因性膀胱

知的障害を合併していることも多いです。

や直腸機能障害も合併します。

【脊髄損傷】

脊髄だけの障害であれば、 知的障害はありません。

様々な原因で脊髄が部分的に損傷し、 損傷
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緩徐進行性の筋力低下をきたす遺伝性疾
患である筋ジストロフィー症について説明しま
す。
代表的な２つの疾患について説明します。
【デュシャンヌ型筋ジストロフィー】
筋ジストロフィー症の中で最も多い疾患で
す。 男性のみに発症します。
独歩可能な子どもでも 10 歳代で車椅子生
活になります。
10 歳代後半には呼吸障害に対して夜間に
非侵襲的人工呼吸療法を導入するようになり、
多いです。

ဉਤষਙभ൙ৡৣ॑ऌञघਙႈ೩
ْॹগ३কথॾ൙४५ॺটইॕٓش
 ٶ൙४५ॺটইॕشඪभরदਈुःႈ೩दघ؛੬ਙभापඪखऽघ؛
 ٶஆన૭ચऩनुदुୃ৻दᇼেણपऩॉऽघ؛
৻ୃٶपमళล૩पৌखथఽपశযੵళล১॑োघॊेअपऩॉؚ
ਤষपൣःরुઞ৷घॊेअपऩॊऒधऋःदघ؛
 ٶᚢৣ૩ऋਤষखथऎॊध৽ଵ౭ുृลਬऩनऋਏपऩॉऽघ؛
 ٶೄ২भੴ૩়॑ಡघॊऒधुँॉऽघ؛

ْૣ൙४५ॺটইॕٓش
 ٶমযपःଞഉ౦৬༄ਙभ൙४५ॺটইॕشඪदघ؛
 ٶரرभங২भ౼ਛ౮ଞऋँॉؚரرभங২भੴ૩়॑ಡखऽघ؛
 ٶౠਜ਼ऽदभઈदుਰఋઈਃચऋৣखथऎॊञीؚ৾ೡपम৽ଵ౭ുृล
ਬऩनभୢॣ॔ऋਏऩऒधऋःदघ؛
 ٶઈਃચৣऋਤষघॊधؚ৾ೡऊैఽभశযੵళล১ऋোऔोॊऒधु
ँॉऽघ؛

嚥下障害が進行してくると経管栄養や吸引
などが日常的に必要になります。
軽度の知的障害を合併することもあります。
日本人に多い常染色体劣性遺伝の筋ジスト
ロフィー症です。

座位までの運動発達で幼児期以降運動機能が低下してくるため、 学
齢期には経管栄養や吸引等の医療的ケアが必要なことが多いです。
運動機能低下が進行すると、 学齢期から夜間の非侵襲的人工呼吸療
法が導入されることもあります。

種々の程度の脳形成異常があり、 種々の程

4. 健康管理とアセスメント
健康と生活のバランスについて説明します。
子ども達の学校生活は、 登校し、 学び、 遊び、
様々な体験をして色々な人と交流することが目
的ですが、 学校生活を支えるためには、 体調を

೨धেણभংছথ५
ᏊࡶࡢᏛᰯ⏕άࢆᨭ࠼ࡿせ⣲

整え、 体力を維持するという健康の維持がベー

♫⏕ά

スになければなりません。 さらに言えば、 命あっ
ての健康の維持であり社会生活です。

健康の維持にも目を向けて行く必要があります。

ਗলؚఃૅؚ৾ಆ
ड़ɼౌߏɼָस
ରݩɼ༣;ɼިླྀ
৬ୡؚฉलؚઐ

ᗣࡢ⥔ᣢ

৬৹भ
ର҈ఈ
ରྙң࣍
৬ৡभ

⏕ࡢᏳ

ళลౙऩनभ
ۦ௩Ώۦٷݼ
؉ͳঈڊ
ౙ൱भਮधு

学校職員は学校生活や社会参加に目が向きが
ちですが、 医療的ケア児の学校生活においては、

ᏊࡶࡢᏛᰯ⏕άࢆᨭ࠼ࡿせ⣲
㸦Ꮫᰯ⫋ဨࡸ ᐙ᪘ࡢどⅬ㸧
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ड़ɼౌߏɼָस
ରݩɼ༣;ɼިླྀ
৬ୡؚฉलؚઐ

ᗣࡢ⥔ᣢ

৬৹भ
ର҈ఈ
ରྙң࣍
৬ৡभ

⏕ࡢᏳ

ਛফ২ ৵ు୧ୢपঢ়घॊয౫ಆভ५ছॖॻेॉ

৾ૅেણमؚ৾लؚฉलؚرऩ৬ୡ॑खथ౦رऩযधઐघॊऒधऋ৯दघऋૅؚ৾েણ
੍॑इॊञीपमؚ৬৹॑ତइؚ৬ৡ॑घॊधःअ೨भऋঋش५पऩऐोयऩैऩ
ॉऽच॒ँ୵؛ढथभ೨भदँॉভেણदघ؛

ୢॣ॔ుभ৾ૅেણदमؚ೨भपु৯॑ऐथষऎਏऋँॉऽघ؛
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医療的ケア児についての理解

【福山型筋ジストロフィー】

度の知的障害を合併します。
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進行に伴い日中も使用するようになることが

൙४५ॺটইॕشඪ

【健康観察のポイント】 です。
調子の良い時の状態をしっかり把握しておき、
「いつもと違う状態」 に気付けるようにしましょ
う。
体調を崩す前兆と思われるサインをつかんで
おくと、 早めの対応が可能になります。
いつもと同じ状態であっても、 健康上の問題
点を常に認識しておきましょう。
家庭との連携は重要です。 連絡帳などで、 1
日を通しての状態の把握に務めましょう。

೨௴भএॖথॺ
• ৹भଐःৎभ૾ଙ॑खढऊॉཔखथउऌَؚःणुध
ୀअ૾ଙُपਞહऐॊेअपखऽखॆअ؛
• ৬৹॑ടघூधઓॎोॊ१ॖথ॑णऊ॒दउऎधؚଫी
भৌૢऋ૭ચपऩॉऽघ؛
• ःणुधग૾ଙदँढथुؚ೨भਖਡ॑ଞपੳ
खथउऌऽखॆअ؛
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• ੇ൦धभ৴मਏदघ؛৴൪ऩनदؚ॑ৢखथभ
૾ଙभཔपਜीऽखॆअ؛

医療的ケア児についての理解

【体温】 について説明します。
腋窩体温の正常値は表の通りです。 学童児の
正常値は 36.1 ～ 37.5℃です。
個人差もあるので調子の良い時の体温を記録
し、 日内変動や季節変動を把握します。 筋緊張
や食事の前後でも容易に変動します。
障害児の体温上昇の原因と考えられるのは、

৬

ആ
য୷ुँॊभद৹भଐःৎभ৬ആ॑੶ஈखؚ

ْᶯᱴ৬ആभਫଞகٓ
ৗেు ع ؟٦

ृఛත॑པखऽघ؛
ق൙ಸृ୫হभदुઍಔपखऽघك

ు ع ؟٦
৾ ญ ع ؟٦
ਛ য ع ؟٦

ৈ২ऩ౼૩ऋँॊधরᆏਙभ৬ആ৹ත
૩়॑ಡखऽघ

感染症の他に、 脱水、 環境温の上昇、 筋緊張亢
進などがあります。

ऋऒुॉृघःनु

⎔ቃ
ୖ᪼

⬺Ỉ

Ꮳभऋ࿃दँढञॉؚಿ᮶
ᤄදऩनभౢ৷द૩ऋँॊ
धؚऋऒुॉृघःऎऩॉऽघ؛

特に、 高度な脳障害があると中枢性の体温調
節障害を合併します。

ឤᰁ
య
ୖ᪼

汗腺の発達が未熟であったり、 抗痙攣剤など
の副作用により発汗障害によって、 熱がこもり

➽⥭ᙇ
ஹ㐍

ڀຜჹ॑ઉமഐृघ؛
ڀຜჹप௯॑ँथॊ؛
ڀആ॑ৣऑॊ؛
ऩनभৌૢऋથदघ؛

やすい子どもがいます。
皮膚を直接冷やす、 皮膚に風をあてる、 室温

を下げる、 などの対応が有効です。

【低体温】 は高体温よりも重篤な場合があり
ます。
●症状は、 脳の活動低下による意識レベル低下
や、 消化吸収不良による胃内容停滞、 食欲不


ඪ૾

振、 呼吸機能低下による排痰困難、 SpO2 低
下で静かにチアノーゼになっていたり、 心機
能低下による循環不全、 徐脈、 乏尿、 尿閉な
どがあります。

していないこと、 代謝の低下により体の中か
ら熱を産生できないなどが挙げられます。

ٮ౼भણৣڀਔঞঋঝৣ
ٮ৲ลઽਂଐڀ၌ઍؚ୫ඟਂஷ
ٮళลਃચৣڀൾᮽؚ6S2ৣڀಯऊपॳ॔ঀش८प
ੱٮਃચৣ

ਉ

ڀ୭ਂ৸ؚဉဿؚ࿅ႌؚႌ൷

ٮ২౼૩पेॊ৬ആ৹ත૩ऋँॊ
ٮ୭ആभৣपৄ়ढञథ॑ା৷खथःऩः
৻ٮපभৣपेॉ৬भরऊै॑ਓেदऌऩः

●原因は、 重度脳障害による体温調節障害があ
ること、 環境温の低下に見合った衣類を着用

৬ ആ

ৌૢ

ٮ୭ആ২॑ആऊऎقਗ਼ਞหഘमથ৷दघك
ٮ৳ആਙभৈःథभା৷⅑ृ୍؛भ৳ആपीॊ؛
ুٮଌभઈृঐॵ१ش४मଜᎇभ୭भఒपથ

●対応は、 環境温度を温かく （電気毛布は有用

ମ৬ਃચ॑અइॊध৬ആम٦॑खञःदघ

です） 保温性の高い衣類の着用や、 頭や頸の
保温に努めます。
手足の運動やマッサージは末梢の循環の改善

に有効です。
身体機能を考えると体温は 35℃を維持したいです。
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【脈拍数】 の正常値を表に示します。
脈に触れなくても、 酸素飽和度モニターによっ
て、 簡便に継続的に脈拍が把握できるようにな
りました。
●脈拍数が上昇する原因は、
体温上昇
循環血液量低下 （脱水）
循環血液偏在 （栄養注入 ・ 上体挙上）
酸素需要増加 （運動 ・ 筋緊張亢進）
交感神経刺激 （痛み ・ ストレス） などがあり
ます。
捉えることもできます。

༭ ੱق༭ك

ْဿ༭ਯभਫଞகٓ
 ు  ع ؟ী

ဿपඡोऩऎथु
ಞᆳਮ২ঔॽॱشपेढथ
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•
•
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नुभਏऩਔઓંآ

২भୢॣ॔ుभဉဿमनभऎैःऽदਖऩःऊء
যੵళลஓ১भनुऋ࿃ᄨघॊधীऽदৣघॊऒधमेऎँॉऽघ؛
ಁጅ২॑ऑथဿ༭ऋಊघोयੱଦँॉऽच॒؛
ಞᆳਮ২ঔॽॱشदৎपဉဿपऩॊৃ়मਂତဿभ૭ચਙऋँॉऽघ؛

「おしっこが出たよ！」 「なんとなく苦しいよ！」
「暑いよ！」 「痛いよ！」 など、 子どもの重要な意
思表示のことがあります。

覚醒度を上げて脈拍が上昇すれば心配ありません。
酸素飽和度モニターで一時的に徐脈になる場合は不整脈の可能性が
あります。

人工呼吸器療法の子どもが熟睡すると 40 台

【呼吸数】 の正常値は表の通りです。 学童児
の正常値は 18 ～ 25/ 分です。
●呼吸数が上昇する原因は
体温上昇
1 回換気量低下 （呼吸障害）
酸素需要増加 （運動 ・ 筋緊張亢進）
交感神経亢進 （痛み ・ ストレス） が挙げられ
ます。
一回の呼吸運動で充分量の空気が肺に入って
こないと呼吸が浅く速くなり、 呼吸回数が多くな
ります。
浅表性速拍呼吸、 すなわち呼吸数の増加は呼
吸障害の最初のサインです。
その他、 努力呼吸のサインとして、

ళลਯ
ْళลਯभਫଞகٓ
 ు  ع ؟ী
 ు  ع ؟ী
৾ ญ  ع ؟ী
ਛ য  ع ؟ী

ฒਙச༭ళล

ْళลਯऋಊघॊਉٓ

•
•
•
•

৬ആಊ

ఌਞৣقళล૩ك
ಞਏੜਸ قઈ؞൙ಸᕓਤك
ઐઋ৽ᕓਤ ق൱ा؞५ॺঞ५ك

ళลਯभੜਸमళล૩भਈੂभ१ॖথदघآ

भళลઈदౄীभ૬ਞऋཡपোढथऒऩःधళลऋฒऎசऎऩॉؚ
ళลਯऋऎऩॉऽघ؛

ৡళล
ْ࿀ྎళลٓลਞৎप࿀भา॑กैऽचॊ

ْีྷళลٓႼभฑैऊःীق؞ำ؞ᓨكऋีྷघॊ
ْৣళลٓৣ॑ऌলघेअपखथళลघॊ
ْ३ش९شళลٓลਞৎपႼ৸৬ऋााऋपऋॊ

吸気時に鼻の穴を膨らませる 【鼻翼呼吸】

下顎を突き出すようにして呼吸する 【下顎呼吸】

胸郭の柔らかい部分 （胸骨上部 ・ 鎖骨上 ・ 肋

吸気時に胸郭全体が沈み込み腹部が前に上がる 【シーソー呼吸】 な

骨間） が陥没する 【陥没呼吸】

どがあります。
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医療的ケア児についての理解

重度の医療的ケア児の徐脈はどのくらいまで
問題ないか？

/ 分まで低下することはよくあります。

第Ⅲ章

●脈拍上昇は不快 ・ 不安 ・ 緊張のサインとして

ဿ

【血圧】 の正常値は表の通りです。
学童児の収縮期血圧の正常値は 90 ～ 135
ですが、 長期臥床児で安静睡眠時には収縮期血
圧 70mmHg 台はあり得ます。
ただし収縮期血圧 60mmHg 台は治療が必
要です。
チアノーゼではなく顔面蒼白≒顔色不良と感

ഷ

ಓ

ْഷಓभਫଞகٓ
 ు ع ع ؟


ు ع ع ؟

৾

ญ ع ع ؟

ਛ

য ع ع ؟

শᇧ෫ుदಯᄨ༒ৎपम
ઽೠഷಓPP+Jमँॉ੭ऽघ؛
ઽೠഷಓPP+Jमऋਏदघ؛

じた時には血圧が低い場合が多いです。 具体的

ॳ॔ঀش८दमऩऎ౿એສஜܠ౿౦ਂଐधगञৎपमഷಓऋःৃ়ऋः

には、

؞କয়ਙഷಓ

 ؟प৬खञॉؚশৎয়ਜ਼િ॑धढञॉखञৎपକ
ऌॊःॎॅॊয়ठऎैा؛

؞୫ഷಓ

৽ ؟ଵ౭ുदசपିোखञৃ়ृ৽ؚઠၭदुৈ්ಓ
॑পपၭखञৃ়قଫॲথআথॢඪණك

؞ൾৎഷಓ

 ؟পपൾखञৎ

起立性低血圧 ： 急に上体挙上したり、 長時間
立位姿勢をとったりした時に起きる、 いわゆる立

第Ⅲ章

ちくらみです。
食後低血圧 ： 経管栄養で急速に注入した場合

؞ഷଵఁਙഷಓ ؟ဂः୭पশৎःॊधഷଵऋఁखഷಓৣ
قगनुदुਞആभৈःಒৃमৃेॉुഷಓमعPP+Jங২ःك

や、 経口摂取でも高浸透圧流動物を大量に摂取
した場合 （早期ダンピング症候群）
排便時低血圧 ： 大量に排便した時

医療的ケア児についての理解

血管拡張性低血圧 ： 暑い環境に長時間いると

血管が拡張し血圧低下します。
同 じ 子 ど も で も 気 温 の 高 い 夏 場 は 冬 場 よ り も 血 圧 は 10 ～
20mmHg 程度低いです。

【酸素飽和度 (SpO2)】 は、 血液中の酸素の
量が簡便に推定できる大変便利な数値です。
しかし、 血液中の酸素分圧が異常に高くて
も、 酸素飽和度 (SpO2) は 100％までしか示
すことができないので、 高濃度のモニターに
は不適切。
一方、 酸素分圧が低い時には酸素飽和度の
数値が大きく変動するので、 低酸素血症のモ
ニターとしては有用です。

6S2

ഷัরभಞীಓऋ౮ଞपৈऎथुؚಞᆳਮ২म٫ऽदखऊંघऒधऋद
ऌऩःभदؚৈ෯২भঔॽॱشपमਂిજदघऋؚಞীಓऋःৎपमಞᆳਮ
২भਯகऋপऌऎघॊभदؚಞഷඪभঔॽॱشधखथमથ৷दघ؛
ೄ২عর২भಞඪदৌੁऋਏऩ૾ଙपऩढथःथु ؚਗৄभॳ॔ঀش८
ऋৄैोऩःऒधुऎؚঃঝ५ड़य़३ওشॱشदഷরಞᆳਮ২ق6S2॑كཔ
खथਖ਼घॊऒधऋਏदघ؛
ْ6S2भ৯ఏகٓرभ୰ଙपेढथ౮ऩॉऽघ

ಹपम

SpO2 の目標値は個々の病態によって異な
ります。
一般的には

ಞᆳਮ২

ళล૩भँॊు
ಞઞ৷৫भ৯
ॳ॔ঀش८ऋৄैोॊभम

SpO2 ≧ 95％

呼吸障害のある児
酸素使用開始の目安

SpO2 ≧ 93％

6S2ۺ٫

6S2ۺ٫

6S2ٛ٫

6S2ٛ٫

ॳ॔ঀش८ਙੱႈ೩ऋँॊৃ়म6S2ऋ
٫दਫଞभऒधुँॉऽघ؛
رभਫଞக॑པखୢऊैಞ
ଖभ৯भં॑ਭऐथउऌऽघ؛

ଜᎇ୭ਂ৸ऋँॊৎृဿಓقഷಓكऋःৎؚ৬ऋౕखःৎपमਫન
ऩகऋলऽच॒ ؛ःகऋলऽघ

SpO2 ＜ 90％

チアノーゼが見られるのは SpO2 ＜ 80％
です。
チアノーゼ性心疾患がある場合は SpO2 が
70％台で正常のこともあります。

個々の正常値を把握し、 主治医から酸素投与の目安の指示を受けて
おきます。
また、 末梢循環不全がある時や脈圧 （血圧） が低い時、 体動が激し
い時には正確な値が出ません。 低い値が出ます。
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【チアノーゼ】 とは、 酸素と結びついていな
い赤血球中のヘモグロビンが増加したときに
口唇や舌や爪床などが紫色になる状態です。

ॳ॔ঀش८॑ऌञघ୰ଙ
ಞഷඪधଜᎇ୭ਂ৸भୀः

チアノーゼをきたす病態には低酸素血症と
末梢循環不全があります。
低酸素血症は、 全身の血液が低酸素状態に

شঀ॔ॳن८ه
ಞधलणःथःऩःഷૉরभঊঔॢটঅথऋੜਸखञधऌपઠსृჱृᅂ
෫ऩनऋྏ౦पऩॊ૾ଙ؛

なっており、 SpO270％以下で確実に ( 時に
85% 以下でも ) チアノーゼを認めます。
一方、 末梢循環不全は、 寒さなどで末梢

ಞഷඪ

y ৸ମभഷัऋಞ૾ଙपऩढथःॊ

y 6S2٫ਰৣदનৰप ৎपਰৣदु ੳीॊ

の皮膚の血液循環が悪い状態であり、 温めて
血液循環が改善すればチアノーゼも改善しま

ଜᎇ୭ਂ৸

y औऩनदଜᎇभຜჹभഷั୭ऋபः૾ଙ
y ആीथഷั୭ऋఒघोयॳ॔ঀش८ुఒ

せん。

ಞᆳਮ২ऋ৳ञोथःोयళลम௫ऊء

例えば、 頑張って呼吸して SpO2 が 93％以
上あったとしても、 呼吸数が多く心拍数も高け
れば呼吸が苦しいというサインです。

ళลਯमः
ੱ༭ਯुৈः
ཱུढथళล
खथःॊऊै
6S2ٜ

6S2म
ृृीभ
٫

ళลऋౙखः

ళลम
ౙखऎऩः

一方、 SpO2 がいつもより低めであっても、
呼吸数や心拍数の増加がなければ呼吸は苦しく
ないと考えられます。
慢性呼吸不全の状態では低酸素状態に慣れ

ళลਯृੱ༭ਯ
भੜਸऩख

（二次的な呼吸中枢機能低下） が生じ、 SpO2
が 90% を切るような状態でも努力呼吸を認め
ないことがあります。

ཿਙళลਂ৸भ૾ଙदमಞ૾ଙपຯोقઃऩళลরᆏਃચৣكऋেगؚ

6S2ऋ॑જॊेअऩ૾ଙदुৡళล॑ੳीऩःऒधऋँॉऽघ؛

学校や通所施設などにおいて、 呼吸困難の目
安である SpO2 の値として 90％という数字が
過大視される傾向がありますが、 疾患によって
酸素飽和度低下に対する評価は異なります。
喉頭軟化症や気管軟化症で平常の SpO2 が
95％以上のケースでは、 一時的に呼吸困難に

ႈ೩पेॊಞᆳਮ২ৣৎभ௬भୀः
።୍؞ਞଵໞ৲ඪ
ଞৎभ6S2ऋ
٫ਰद

なった場合には SpO2 が 90％台前半であって
も、 酸素療法が必要な場合がある。 とくに努力
呼吸によりかえって呼吸が悪くなってしまってい

6S2ऋ

٫पৣ
ৡళลुँॉ

る場合には、 SpO2 は 90％台でも早めに酸素
を短時間使い努力呼吸を緩和することが必要で
す。

ಢৎभ
ಞଖद

ৡళลਮ

一方で、 平常の SpO2 が 91％～ 93％など

౼ਙ๊ᮾ

൙४५ॺটইॕش

6S2ऋ
٫पৣ
ৡళลुऩः
ੱ༭ಊुऩः

6S2ऋ
٫पৣ
ৡళลमऩःऋ
ੱ༭ಊँॉ

ਏିਔटऋ

ৈຍफ़५ഷඪ়ಡभ

ଞৎभ6S2ऋ
٫

ಞଖभಸਙमऩः؛

ଞৎभ6S2ऋ
٫

૭ચਙপ؛

ళล૾ଙृੱ༭ಊऩन

ళลଓஃल

়पਖ਼؛

ಸဦଛऋਏ

低めになっている重症児者もかなりありますが、
このようなケースでは、 SpO2 がたとえば 87％

判断します。

になっても、 それは要注意の状態ではあります

筋ジストロフィーなど筋疾患では、 SpO2 が 80％台後半では心拍上

が、 直ちに危険な状態という訳ではありません。

昇があり、 かなりの高炭酸ガス血症を伴っていている可能性が高く、 危

緊急対応が必要かどうかは、 SpO2 の値だけで

険な状態なので、 呼吸補助及び緊急搬送が必要です。

なく呼吸困難の程度や心拍数などから総合的に
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医療的ケア児についての理解

【酸素飽和度】 の値が保たれていれば呼吸が
楽と言えるでしょうか？必ずしもそうではありま

第Ⅲ章

す。

5. 衛生管理と感染予防
学校で医療的ケアを実施する時の衛生管理に
ついて説明します。
学校では病院のような厳密な衛生管理は不要

ୋেଵ৶भ੦ম

です。 しかし、 学校は集団活動の場ですから、



家庭よりは衛生管理に配慮する必要があります。



৾ૅदम୰भेअऩడഡऩୋেଵ৶मਂਏदघ؛
खऊखૅؚ৾मૐ੮ણभৃदघऊैੇؚ൦ेॉमୋেଵ৶पଦൟघॊ
ਏऋँॉऽघ؛

手洗い、 部屋の換気、 拭き掃除、 温度や湿度
の調整など日常的な衛生管理が重要であり、 医

৾ૅ

ੇ൦

療的ケアは必ずしも保健室で行う必要はありま
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せん。

୰

ୋেଵ৶

ृऊ

డત

ুຸःؚોभఌਞؚሁऌ
ആ২ृဒ২भ৹ତऩन
ଞऩୋেଵ৶ऋਏदघ؛

医療的ケア児についての理解

ୢॣ॔मङखु৳दষअਏमँॉऽच॒

医療的ケアにおける衛生管理の目的は 2 つあ
ります。
ケアをする職員が子どもたちの分泌物から細

ୢॣ॔पउऐॊୋেଵ৶भ৯धਉಋ

菌をもらわないこと
ケアをする職員が媒介となって他の子どもに
細菌を移さないことです。



ॣ॔॑घॊ৩ऋؚनुञठभীᆌऊै༳॑ुैॎऩःऒध



ॣ॔॑घॊ৩ऋᄘஂधऩढथभनुप༳॑औऩःऒध

分泌物に触れる可能性があるケアをする時に
は、 手袋を着用し、 ケアが終わった後には必ず
手洗いをします。
衣類に付着した分泌物にも注意します。 エプ
ロン着用交換が実用的です。
経管栄養の時は通常の （料理を作る時の） 手

ٮীᆌपඡोॊ૭ચਙऋँॊॣ॔॑घॊৎपमুؚฦ॑ା৷
ख॔ॣؚऋીॎढञपमङুຸः॑खऽघ؛థपહାख
ञীᆌपुିਔखऽघق؛ग़উটথା৷ઐఌऋৰ৷ك
৽ٮଵ౭ുभৎमৢଞभقમ৶॑ॊৎभຸুكःदۀۄदघ؛

洗いでＯＫです。

日常的な衛生管理について具体的に説明しま
す。
手洗いの励行 （石けん ・ 流水）。 タオルは共
用しません。 ペーパータオルを使用します。

ଞऩୋেଵ৶


消毒用アルコールによる手指消毒も有効で
す。
日常的に ： 床、 マット、 棚、 玩具、 テーブル




などは毎日水拭きし、 可能なものは日光消毒し
ます。
流行性感染症の発生時には水拭きに次亜塩素
酸ナトリウムを使用しましょう。
オムツを交換する場所やトイレは、 日常的に
次亜塩素酸ナトリウムで消毒します。





ুຸःभཫষقલऐ॒؞ॱڀكड़ঝमુ৷खऽच॒؛
ঌشঃॱشड़ঝदآ

৷॔ঝ॥شঝपेॊুुથदघ؛
ଞप؟෫ؚঐॵॺؚྕؚᓐشॸؚঈঝऩनमሁऌखؚ
૭ચऩुभमखऽघ؛
ষਙഉඪभেৎपमሁऌपઃවಞॼॺজक़॑ઞ৷खऽ
खॆअ؛
ड़ॶ॑ઐఌघॊৃਚृॺॖঞमؚଞपઃවಞॼॺজक़
दखऽघ؛
ළقႌ؞؞ဇ؞ഷัكभ૪৶पमঅॽشঝুฦ॑ઞ৷खؚළഉ
मঅॽشঝฦपোोथఀಣखऽघ؛
ুقฦ॑ઞ৷खथुুຸःमਏदघك

汚物 （尿 ・ 便 ・ 吐物 ・ 血液） の処理にはビニー
ル手袋を使用し、 汚染物はビニール袋に入れて

廃棄します。 （手袋を使用しても手洗いは必要です）
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医療的ケアに当たっては感染予防をしっかり行
うことが重要です。
感染予防では、 喀痰吸引等を実施する対象者

ഉଆभ੦ম

を感染させないための取組と、 皆さんが感染し

ँऩञऋഉ౺॑ढथःॊৃ়

ないための取組の、 両方が必要です。

ँऩञऋഉऔचॊজ५ॡ

感染症の原因となる細菌やウィルスなどの微
生物を含むものを感染源とよびます。 喀痰や血
液、 嘔吐物や排泄物、 また、 喀痰吸引等に使
用した器具 ・ 器材などは、 感染源となる可能性
があります。 こうした感染源への対策としては、
手洗いや手指消毒などがあります。

ৌऋഉ౺॑ढथःॊৃ়

ৌ

ँऩञऋഉघॊজ५ॡ قᙴᮽลਬಉ
॑ষअৼুك

ٳഉ౺षभৌੁ
ুຸःؚृຑ༳ऩनपेॊ୰ਉেभு
ऩन
ٳഉ৽ଡ଼षभৌੁ
ুฦؚঐ५ॡभା৷ऩन

染などがあります。 感染経路への対策としては、
経路を遮断するための手袋やマスクの装着など
が挙げられます。
また、 皆さんが感染しないような予防策とし

て、 抵抗力が低下しないよう健康管理をすることや、 ワクチンなどで
予防接種することも大切です。

ぐ目的で、「標準予防策 （スタンダードプリコーショ
ン）」 が遵守されてきています。
「標準予防策」 とは、 すべての対象者の血液、
体液、 喀痰や唾液などの分泌物は、 感染の可能
性のある物質として取り扱うことを前提とし、 手
洗いや手指消毒、 手袋やマスク、 ガウンなどの
防護用具を適宜使用して、 感染の拡大を防ごう
とする考え方です。
また、 風邪やインフルエンザなどの感染症症

ఏଆੁق५ॱথॲॻشউজ॥ش३ঙথك
घसथभ೩भഷัؚ৬ัؚীᆌقᙴᮽऩनك
ؚൾᩘऩन
भဒਙে৬ସमؚഉभ૭ચਙभँॊସधखथॉඞअ
ऒध॑धखؚघसथभৌपిૢऔोॊ؛
ి ٹજऩুຸःুؚুقฦभା৷पऊऊॎैङك
 ٹଆ૧৷भઞ৷ুقฦؚफ़क़থؚউছ५ॳॵॡग़উটথؚ
ঐ५ॡؚ०ٕॢঝಉभା৷ك
ٹᎬग़ॳॣॵॺقঐ५ॡभା৷ك
॔ॣ ٹपઞ৷खञஓ౫भॉඞः
 ٹఀಣ૪৶
 ٹ୭ତ
 ٹ೩भଦ઼

状のある人が、 くしゃみや咳で飛沫 （ひまつ）
を飛ばさないように、 マスクを装着したり、 正

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

しい方法でマスクを外すことも重要です。

ここからは、 感染予防の具体的な方法を説明
していきます。
標準予防策の基本は手洗いです。 手洗いは、
「一つのケアごと」 に、 「ケアの前後」 に行いま

पेॊুຸः
ลਬपमؚधલऐ॒देऎু॑ँैःऽखॆअ؛

す。 正しい方法を身に付け、 喀痰吸引等を実施
する前後に、 きちんと手洗いをしましょう。
手洗いには、 「流水と石けんによる手洗い」 と
「消毒剤による手洗い」 の２種類あります。
基本的には流水と石けんを用いた手洗いを行
いましょう。 流水での手洗いができない場合は、
速乾性擦式手指消毒剤による手洗いを行いま

ল๕ஂك૧৩पेॊञ॒भลਬಉभ
ଢ଼ఊॸय़५ॺ - ਛ27ফਫග
قਛ26 ফ২७شইॸॕॿॵॺ੍ରৌੁಉ
হાଓஃসقভૣකਤহীك
ஂ૧৩ಉपेॊञ॒भลਬಉभଢ଼ఊ
ॸय़५ॺभৄઉखपঢ়घॊ৹ਪଢ଼হ
ಹ੮১য ৸ব௰ਖ่૧হੈভك

す。
流水と石けんで手を洗う時は、 時計や指輪は
外しましょう。 爪は短く切っておき、 指先や爪の
間、 指の間も忘れないように洗いましょう。 15

ペーパータオルか乾燥した清潔なタオルでよくふいて乾燥させます。

秒以上 30 秒程度、 時間をかけて洗いましょう。

タオルの共有は感染のおそれがありますので、 絶対に共有しないよう

石けんはポンプ式液体石けんが、 より清潔です。

にしましょう。
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医療的ケア児についての理解

最近は、 病院などの医療機関と同様に、 学校、
通所施設や、 在宅においても医療関連感染を防

第Ⅲ章

感染経路には、 接触感染や飛沫感染、 空気感

జহ
ँقऩञك

これは、 速乾性擦式手指消毒剤 （そっかんせ
いさっしきしゅししょうどくざい） による手洗い方
法です。

சਙႆૄুදपेॊুຸः

消毒は、 乾いた手で行うようにしましょう。 手
指全体を消毒剤で濡らし、 指先や指の間、 手首
まで、 消毒剤を丁寧に擦り込みます。 消毒剤は、
乾燥することで効果が出ますので、 途中で薬液
をふき取らず、 乾くまで手指の表面全体に擦り

දभૠ॑ুრ
දभૠ॑ুრ ीपুभप
දभૠ॑ুრ
पਭऐॉऽघ؛
ද॑ႆॉि؛
पਭऐॉऽघ؛
पਭऐॉऽघ؛

ઃपুრपेऎႆॉ ুभൖपुႆॉि؛
ि؛
ખৌुৎप؛

込むようにしましょう。
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भपुႆॉि ؛पुႆॉिু ؛ुພोङपႆॉि؛
ᄩघॊऽदेऎႆॉि؛

医療的ケア児についての理解

手袋の装着は、 標準予防策の一つであり、 感
染経路を遮断する基本的な方法です。 対象者の
喀痰や唾液など分泌物に触れる可能性がある喀

ॣ॔ઍधଆ૧भਏਙ

痰吸引では、 手袋を装着するようにしましょう。
手袋を装着して喀痰吸引を実施した後は、 装
着したまま他のケアを行ったりしないように気

ুฦ

を付けましょう。 また、 手袋を装着していても、
完全に感染を予防できるわけではありません。

ঐ५ॡ

そのため、 手袋を外した時は、 必ず手洗いをし
ましょう。 また、 使用した手袋は、 決して再利

फ़क़থ؞
উছ५ॳॵॡ
ग़উটথ

用しないようにしましょう。

०ॢشঝ

そのほか、 対象者がくしゃみや咳をしており、

ઠᒷ؞࿀ᒷ
ลਬ

ਞଵढ़ॽগشঞ
ลਬ

ٳ
ઞःຽथুฦ

ٳ
ઞःຽथুฦ

ٺ
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ٺ

قఄങऋँॉ
जअऩैك

ٺ
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ٺ
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थك

ٺ

قਏपૢग
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ٺ

قਏपૢग
थك

飛沫が飛びそうな場合は、 マスクやガウン、 プ
ラスチックエプロンなどを装着する方法もありま
す。 対象者の日々の状況に応じて、 どのように

なお、 手袋やマスク、 ガウン、 プラスチックエプロンなどを外すときは、

防護をするか、 医師や他の看護師と相談すると

分泌物に触れた可能性のある部分には、 手を触れないようにして処理

よいでしょう。 特に対象者が感染症にかかって

しましょう。

いる場合は、 感染予防を徹底しましょう。

皆さんが咳やくしゃみをするときは、 飛沫が飛
ばないよう、 ハンカチやティッシュで鼻と口をお
おいましょう。 そして、 口や鼻にあてた部分に
手を触れないようにして処理します。 また、 マ
スクをして、 対象児に病原体をうつさないよう
にしましょう。

Ꭼग़ॳॣॵॺ
Ꭼृऎखूा॑घॊৃ়मؚ
Ꭼग़ॳॣॵॺधखथঐ५ॡ॑
ङಎାखऽखॆअ؛
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ここからは感染予防のための喀痰吸引等の留
意点を説明していきます。
まずは、 上気道と下気道について知っておき

ਞधৣਞ

ましょう。 空気の通り道である気道は、 喉頭に
ある声帯を境にして、 それより上の鼻腔 ・ 口腔 ・
咽頭 ・ 喉頭を上気道、 それより下を下気道と呼
んでいます。
上気道の口腔内や鼻腔内には常在菌や弱毒菌
が住み着いていますが、 下気道の肺や気管には、
一般的には病原性の微生物はいません。

に、 気管カニューレ内の喀痰吸引は、 より高い
清潔度を保ちながら行う必要があります。 また、

ᙴᮽลਬ॑ষअৎभਔਡ

気管カニューレ内吸引の時は、 滅菌されている
吸引チューブや物品、 器具を使用する必要があ
ります。 なお、 気管カニューレ内吸引に用いた
吸引チューブは、 表面をアルコールなどで拭い

ٴ࿀ᒷ؞ઠᒷลਬमؚၷपষअ
ٴਞଵढ़ॽগشঞลਬमेؚॉၷपষअ

て口腔内 ・ 鼻腔内吸引に用いることができます
が、 その逆は行ってはいけません。

ିਔ  آਞଵढ़ॽগشঞลਬप৷ःञลਬॳগشঈमؚ
એ॑॔ঝ॥شঝऩनदሁःथ࿀ᒷ؞ઠᒷล
ਬप৷ःॊऒधऋলਟॊऋؚजभಗमరૃ؛

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

清潔と不潔の意識を常にもつことは重要で
す。
滅菌や消毒されたものを清潔と言い、 それ以

ၷधਂၷभਔ

外のものは不潔と言います。
清潔なものの一部を手に持って使う場合、 手

ၷ ध ਂၷ भਔ॑ଞपुणآ

で握った部位は不潔となります。

ຑ༳ृऔोञुभ ؟

ၷ

जोਰਗभुभ

ਂၷ

؟

ၷऩुभभ॑ুपढथઞअৃ়ؚ
ুदढञਜ਼मَਂၷُधऩॊ؛
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医療的ケア児についての理解

そのため、 鼻腔内 ・ 口腔内の喀痰吸引は清潔

第Ⅲ章

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

たとえば、 滅菌された吸引チューブの先端約
10cm の部位は清潔ですから、 気管カニューレ
に挿入する前に、 他の器物に触れさせて不潔に

ลਬॳগشঈभඞः
ຑ༳औोथःॊ
ลਬॳগشঈभഈ
৺FPभਜ਼म
ዠোपؚभஓप
ബৌपඡोऔचऩः؛

しないように十分注意してください。
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第Ⅳ章

医療的ケア児の看護ケアの実際

1. 呼吸障害の病態の理解と基本的対応
１- １

気道狭窄への対応

●重症の脳性麻痺などの障害のある人の呼吸障
害の要因を説明します。
呼吸運動は脳幹部の延髄にある呼吸中枢から

ళล૩भ౾ਏ

の指令によって行われます。
呼吸中枢の異常により呼吸が低下し換気が少
なくなる状態を中枢性低換気といいます。
重度の仮死などによる脳幹部の神経細胞のダ
メージによって、 初期から呼吸中枢機能の障害
がある、 一次性の呼吸中枢障害と、 気道狭窄な

第Ⅳ章

どの呼吸障害により低酸素症や高炭酸ガス血症
となり、 その状態に慣れてしまい呼吸中枢の感
度や指令が低下してくる二次性の呼吸中枢機能
障害とがあります。
気道の狭窄、 肺そのものの問題、 胸廓呼吸運
食道逆流症によって、 胃から逆流してきた胃液がのどや肺に入って呼吸

や分泌物の貯留が呼吸を悪化させます。

の障害を起こすこともあります。

また、 重い脳性麻痺で合併することの多い胃

●これらの要因について詳しく整理したのがこ
のスライドです。
重い脳性麻痺やその周辺の疾患による障害で

ళล૩भ౾ਏ

は、 気道の狭窄による閉塞性換気障害と、 胸廓
の変形や動きの制限による拘束性の換気障害が
合わさっていることが多く、 これに他の要因が
重なって呼吸状態が悪くなります。
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動の障害など、 呼吸器官の障害に加えて、 誤嚥

●脳性麻痺など障害のある子どもでは、 一般の
医療と違う留意点もあります。 以下のような特
徴と対応のポイントがあります。

ਞᒡऋপऌऩ
ਏपऩॉृघः

ድ୍؞።୍
ਞଵҩਞଵ੍

৽࿀ग़॔क़ख़ॖृિ৹තपेॊਞન
৳ऋਏ

姿勢調節や経鼻エアウェイの使用などによる

િभ୶ऋপऌः

ৣ⅑؞
৸ମ

๛ᆸपेॊ⅑ಇனमப৲॑ഃऌृघः

気道確保が重要である。

ਞীᆌऋᙴল

・ 気道狭窄が呼吸障害の大きなウェイトを占め、

・ 姿勢 （下顎の位置や頸部の角度、 全身的姿
勢） の影響を大きく受けやすく、 換気状態が
姿勢によって大きく左右されることがかなりあ
る。 重度脳性麻痺では腹臥位マットなどを利
用しての腹臥位で換気の改善が得られる例が
多い。
・ 一般医療では上気道の確保のために肩枕を入

ిજऩᇧਜ਼पेॉళล૩ऋ෩खऎ
ఒघॊऒधऋः

ᏹัभฅधෙᚢऋਏ

৬િदमᏹัෙᚢदళลऋப৲
घॊऒधऋँॊ

൙ಸ౮ଞऋপऌऩ
ப৲ਏपऩॊ

൙ಸਮपेॉళลऋఒखृघः

ఇभ୶॑ਭऐृघः
ಿथ॒ऊ॒දؚ൙ಸਮද
ᄨ༒ද

ఇपेॊ൙ಸৣ؞ীᆌฅपेॉ
ళลப৲भ૭ચਙँॉ

၌୫ಗඪधப୭पऩॉृघः

၌୫ಗषभৌૢऋਏ

ళลਂ৸षभິਙऋૻຎਘः

ళลଵ৶ো੦मಹ
ेॉीदଐःऒधऋँॊ

ཿਙళล૩भॣش५

れて頸部を強く伸展させるが、 この肩枕は喉
頭部や気管の狭窄のある重症児者では逆効果

緊張緩和剤 ・ 睡眠剤による筋緊張低下が呼吸を悪化させることも多

となりやすい。

く適正な使用が必要である。
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・ 唾液の下咽頭喉頭への貯留、 気管内誤嚥が生
じやすく、 これが上体挙上姿勢で悪化し、 そ
れによりゼロゼロという貯留性喘鳴の増強と
呼吸状態悪化をもたらす例がかなりある。

・ 胃食道逆流症による呼吸器系の問題が生じやすく、 呼吸の悪化が胃
食道逆流をさらに悪化させるという悪循環を生じやすい。
・ 慢性的に呼吸障害がある重症児 ・ 者では、 SpO2 が平常 90 ～ 88
未満であっても大きな問題は生じずに過ごせている例、 CO2 分圧が

医療的ケア児の看護ケアの実際

・ 筋緊張異常が呼吸障害の大きな要因となる。

高め （50 ～ 60 台） でも代謝性の代償機能が働き問題なく生活で

筋緊張亢進を緩和するための対応 （腹臥位な

きている例が少なくない。 このような例では、 気管内挿管などでの

どの姿勢管理、 薬物療法、 心理的対応） が呼

呼吸管理治療導入の基準は、 呼吸困難症状が強くなければ一般の基

吸悪化防止のために重要である。 一方で、 筋

準より緩めに考えて良いことが多い。

●脳性麻痺などによる呼吸障害に対しては、 多
面的な対応が必要かつ有効です。
呼吸が楽にできるためには、
①呼吸に伴う空気の通り道、 すなわち気道がしっ
かり開いていること、
②換気 （空気の出入り） のための胸郭や横隔膜
の動き （胸郭呼吸運動） がしっかりできる
こと、

ళล૩षभଞৌૢ্১
⋇ ૬ਞभৢॉ॑ન৳घॊ

قभनؚਞଵ॑ઁऑॊك

⋈ ॑ઁऑॊ؞ऊघ
ళลभञीभᐖभ
ऌ॑ஃऐॊ

⋉ ᮽऩनٮऋলृघऎघॊ

ञऽॉपऎऎघॊ
ᮽऩनٮऋँढथुౙखऎ
ऩःेअपघॊ
ลਬखथँऑॊ

ٮ࿀ীᆌؚᏹัؚᮽؚ
ධाीऩःী؞୫

③痰などの分泌物が呼吸を阻害しないこと、 が
ポイントとなります。
この３つのポイントについて、 それぞれの子
どもについて、 何が問題なのかを把握しながら、
適切なかかわりをしていくことが必要です。

؞િ॑ତइॊش

ँओؚऎलؚ৸ମقᇧਜ਼ؚડᇧਜ਼ك

؞Ⴜभఢఈभಸ॑ਮैऑॊ
৽؞࿀ग़॔क़ख़ॖ
؞ళลभઈभରஃقళਞஂஃ؞ كਞଵજ৫
؞ਸဒؚลোॿقঈছॖ२كش
؞ಞ১
؞ౄীऩীၭ
؞శళล১ق%L3$3ಉك
؞ลਬ
؞যੵళลஓ১

このスライドの左側にあるような、 適切に姿
勢を整えることを中心にしながらの日常的な基
本的かかわりが重要です。

それでも改善が得られない場合には、 右の四角で囲んであるような
医療的な対応をしていきます。
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●呼吸障害の症状から病態を把握していくこと
が重要です。
呼吸に伴って出る音である喘鳴 （ぜんめい、
ぜいめい） には、 分泌物 （唾液、 鼻汁、 痰） や、

ళล૩भඪ૾
ᙺ

ᒡਙقफ़شफ़ؚشढ़ॵشढ़ؚشॢشॢؚॵش
८ش८ؚشগشগكش
ฅਙق८ট८টؚ८॥८॥ؚ०ট०টك
ลਞৎરਜ਼ऊళਞৎરਜ਼ऊ
ಁጅৎરਜ਼ऊᄨ༒ৎરਜ਼ऊ

食物 ・ 水分が気道に溜まって生ずる貯留性の喘
鳴 （ゼロゼロ、 ゼコゼコ、 ゴロゴロ、 ズーズー）
と、 気道の狭窄による狭窄性の喘鳴 （ガーガー、
カーッカーッ、 ゴーゴー、 グーグー、 ゼーゼー、 ヒュー

ళลऋசऎฒऎऩॊ

ヒュー） があります。

ีྷళล؞ৡళล
ृᓨৣऋีྷ
ৣళลؚ࿀ྎళล

喘鳴が、 狭窄性か貯留性かどうか、 狭窄性喘
鳴の場合には音の種類や出方 （吸気時に強いか
呼気時に強いか、 覚醒時に強いか睡眠時に強い
か） によって、 呼吸障害の種類や部位が、 ある

ઠს؞ᅂॳ॔ঀش८
ਔᄯ

ੱ༭ਯੜਸ

程度は判断できます。
ないと、 息を吸う時に、 胸骨上部 （のど仏の下の部分） や、 肋骨の間

換気量が減少しており、 必要な酸素量を摂取す

などの、 体の表面が凹む状態で、 胸骨の上の部分の陥没は、 服を着た

るために呼吸回数を増すことで代償しています。

状態でも、 のどの下の部分の陥没として観察することができます。

陥没呼吸は、 息を吸おうとして横隔膜などが動

呼吸障害により心拍数が増加していることも、 しばしばあります。

いてもそれに見合う量の空気が肺に入っていか

ます。 その 1 つが 「舌根沈下」 です。
舌の一番後ろの部分を 「舌根」 と言います。

ਞقਞكऋचऽऎऩॊऩਉ

この舌根が後ろに下がり、 喉が狭くなってしまう

ድ୍

状態が 「舌根沈下」 で、 これにより呼吸が苦し

ٳჱஉৣ؞ჱஉ
ჱஉऋौपਬऊोथድ୍ऋऎऩढ
थखऽअ૾ଙ؛

くなります。

ჱஉৣमྛؚऐभિؚ༒ढञৎपؚ
ऩॉृघः؛

もう 1 つが 「喉頭軟化症」 です。
喉の下の方の部分で、 気管の入口にあり、 声

൙भಸऋਘ
ऎऩॉؚખॉନ
ढञৎपुؚჱ
உऋखؚभ
नऋऎऩॊ؛

帯を含む部分が喉頭です。 「喉頭軟化症」 とは、
息を吸う時に、 喉頭の一部が下に引き込まれて、
喉頭が狭くなってしまう状態です。

ჱஉ
።୍

ٳ።୍ໞ৲ඪ
අ॑ลअৎपؚ።୍भऋৣपਬऌऽोथؚ።୍ऋऎऩढथखऽअ
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●舌根の沈下ないし後退が気道狭窄の最も多い
原因です。 最近は「咽頭軟化症」とも言われます。
下顎の発育が不充分で下顎が小さく後に引け

ჱஉৣقድ୍ໞ৲ඪ؞كჱஉ

ている状態に、 筋緊張の異常が重なって生じや

ลਞৎभᒡਙᙺقढ़؞ॵشढ़ؚॵش०ش०كش
ีྷళลؚ൷ኋਙ૮ళล

すいのです。
ゴーゴー、 あるいはカーッカーッという喘鳴が、

⅑ऋઌढઉएभિ
दमਞऋ৫ऌؚ
ళลऋౙखऎऩः

基本的に吸気時 （息を吸う時） に生じます。
低緊張による下顎 ・ 舌根の沈下は、 睡眠時に

⅑ऋਘऎपजॊधؚ
ళลऋౙखऎऩॊ

ಸৣڀჱஉৣ

強く出現し、 喘鳴、 陥没呼吸をおこします。 重
度のケースでは覚醒時にも見られ、 これによる
呼吸障害のために椅子座位が維持できない場合
もあります。
緊張亢進 （筋緊張が強くなること） も、 下顎・

ಸᕓਤҩ⅑ૌಇனৣڀҩჱஉؚ።୍ᒡ

舌根の後退から咽頭の狭窄をもたらします。 こ
のような場合、 緊張による頸部の過伸展 ・ 後屈

窄も招いている例もあります。

は、 さらに咽頭狭窄を悪化させ、 さらに喉頭狭
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●ここでは、 気道が狭くなる主な原因を説明し

第Ⅳ章

呼吸が速く浅くなりがちな場合は、 一回での

●気管の入り口にあり喉頭蓋から声帯を含む部
分が喉頭ですが、 脳性麻痺での上気道狭窄の約
３割では、 この喉頭部の狭窄が呼吸障害の要因

።୍ໞ৲ඪ

となっています。 舌根沈下と、 この喉頭軟化症

ลਞৎपؚऒभ።୍भ
ীऋऎऩॊ

ድ୍

を混同しないことが重要です。
喉頭部の狭窄では、 喘鳴は吸気時のグーグー
という音です。 喘鳴や陥没呼吸などの症状は、
舌根沈下の時とは反対に、 後頭部の狭窄では覚
醒時に強く出て、 眠ると軽減 ・ 消失するという
傾向があります。 眠りの浅い時には症状があり

።୍

眠りが深くなると改善する例もあります。
頸部の強い反り返りはこの喉頭軟化症をとく

።୍ሼ

に悪化させやすく、 緊張により喉頭軟化症の症

ลਞৎभ።୍ৣఋؚနຝभषभ
ठा  ڀ።୍ᒡڀ
ลਞৎभᙺقҼӢҴҼӢҴكҨีྷళล
ඪ૾मಁጅরभ্ऋਘः

နຝ
ଢఝ

状が強く出る場合は、 薬を使ってでも緊張を和
らげることがまず重要です。

第Ⅳ章

●気管の狭窄や気管 ・ 気管支軟化症が、 重症児
の呼吸障害の原因として非常に重要であること
が、 内視鏡などでの観察が広まるにつれて認識

ਞଵ؞ਞଵ੍भᒡ

されてきています。
医療的ケア児の看護ケアの実際

緊張により頸部が強くそり返ると咽頭や喉頭

౮ଞિقખॉନॉؚबगोؚك
ఢ೧ऊैभಓقഷଵؚᇯᯂؚᏢჇჇ৬ؚك
ਞଵ؞ਞଵ੍ໞ৲ඪ ؚਞଵभ࿈؞ᇯ

ਉ

だけでなく気管も前後に狭くなります。 気管が
脊椎の椎体によって後から圧迫されることもそ
の一因です。 このスライドの子どもは、 緊張が
強くなると呼吸が苦しくなる例で、 緊張が入って
も頸が後にそらないようにすれば呼吸困難を避
けられます。 気管の狭窄にねじれが伴うと、 呼
吸はさらに悪化します。 気管のねじれを防ぐよ
うな姿勢を工夫することにより呼吸困難を避け

⅑भਘः
ખॉନॉ

⅑ऋরਜ਼
قઌढઉएك

ਞҩਞଵमઁऎ৳ञोथःॊ

።୍Ҩਞଵभᒡ

られる場合もあります。
胸廓扁平が強くなると、 椎体と胸骨の間に気
管が挟まれて気管が前後に細くなります。 脊柱

圧迫されて狭くなることがあります。 とくに右凸の側彎により右の主気
管支に狭窄が生じやすくなります。

の側彎が強くなると脊椎の椎体により気管支も

●胸廓扁平が強くなると、 椎体と胸骨の間に気
管が挟まれて気管が前後に細くなります。
脊柱の側彎が強くなると脊椎の椎体により気

Ⴜभ⑻৲؞ਞଵᒡ

管支も圧迫されて狭くなることがあります。 とく
に右凸の側彎により右の主気管支に狭窄が生じ
やすくなります。
重度脳性麻痺や先天性福山型筋ジストロ
フィーでは、 思春期ころになると胸郭が扁平化し
てきます。 扁平化すると、 気管と腕頭動脈が、
胸骨と椎骨にはさまれた非常に狭いところを走
行することになります。 そのために、 腕頭動脈
を介して気管が圧排されるようになり、 気管狭

ۉڸ
05,
ق൰૾ك

ਞଵ
Ⴧ৬
ฏ୍ဿ

ୃ

窄が生じることになります。 いったんこれが生じ

ୃ
୲ق७থॱشেपेॊك

ると対策に非常に苦慮することになります。 将
来胸郭が扁平化しないように、 年少のころから
の姿勢管理が重要となってきます。
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●重症の脳性麻痺では気管軟化症という状態が
初期から、 または、 成長につれて合併すること
があります。 頸部～胸郭の変形 （とくに扁平化）、

ਞଵໞ৲ඪ

感染の反復、 長期の努力性呼吸等の結果として、

ٴళਞৎपؚਞଵऋᒡ૾ଙधऩॊ

徐々に生じてくる場合が多くあります。

ٴళਞৎभᙺ॑৬धघॊళลؚඪभৃ়मౕ
ऩళลभப৲ुँॊ

呼気時 （息を吐く時） に気管が狭くなることが、
この気管軟化症の状態の基本です。 呼吸困難の
症状に、おもに呼気時 （息を吐く時） のゼーゼー、
ヒューヒューという喘鳴が伴うことが症状の特徴
ですが、 この症状は気管支喘息と混同されやす
いので注意が必要です。
泣くこと、 不安や緊張、 痰のからみ、 努力し
て呼吸をしなければならない状態などで、 この

ళਞৎभଳྰਚৄ



ٴਞଵ੍ᙺඅधඪ૾ऋథ๚घॊऋਞଵ੍ఁදऋથदऩः
ٴඪుदमؚႼ⑻৲ؚᏢડؚजॉନॉؚਞ
ഉभખ୮पेॊীᆌृཿਙᎬभ୶पेॊਞଵभᒤ
ൠ৲पਸइؚਞଵभਗऊैभಓൾुਸॎॉؚਞଵໞ৲ඪ
॑ऌञखृघः


ਞଵऋप⑻৲

ٴళลৡؚಸؚ௪ऩनदؚඪ૾ऋলਠ؞ப৲
ٴਞଵໞ৲ඪऋँॊधਞଵढ़ॽগشঞधਞଵऋமඡखृघःञीपਞଵ࿈ऋ
েगृघऎؚਞଵฏ୍ဿᯌभজ५ॡुৈः
႟ಯقఇදੱ؞৶१এؚكॺشಞଖؚ৬ਜ਼भੵقൊિऩनؚكਸಓ
ଓஃళลق४কॡ९থজش५ؚ3((3ఉહभ॔থঅগشংॵॢؚযੵళลஓؚكਞ
ଵજ৫قশःढ़ॽগشঞभઞ৷ؚ५আॳشংঝঈઞ৷ك



気管軟化症の症状は悪化します。 泣くと、 急に
呼吸が悪化し、 強い低酸素状態となり意識を失

可能性がありますが、 呼気時の方が困難度が強く、 ゼーゼー、 ヒューヒュー

う場合もあります。

などの呼気時の喘鳴の方が強い時には、 気管軟化症である可能性を考
本人が頑張って呼吸しようとする程、 呼吸状態が悪くなるので、 頑張

前からあったり、 気管切開の後に症状が悪化す

らなくて済むように対応するのが基本です。 リラックスさせる、 体を丸

ることがあり、 この状態に気管内肉芽による狭

く抱く、 前傾姿勢や注意しながらの腹臥位を取る、 痰が邪魔している時

窄が加わると、 さらに状態が悪化します。

には吸入で痰を出やすくする、 酸素を早めに投与する、 鎮静のための
薬 （即効性のある坐薬やシロップ剤、 重症では注射） を早く使用する

吸引による刺激などをきかっけとして、 陥没呼

などの対処を行う。 これでも改善がない場合には、 アンビューバックで、

吸や苦しそうな呼吸となる場合には、 吸気 （息

マスクや気管切開部から気管をふくらますように陽圧呼吸をかけること

を吸うこと） がむずかしい場合と呼気 （息を吐

が必要となります。 呼気時に陽圧がしっかり保てるためには PEEP 弁

くこと） がむずかしい場合とがあります。 吸気

付のアンビューバッグが望ましいです。 重度な場合はジャクソンリース

時の喘鳴が強い時には舌根後退や喉頭の狭窄の

や人工呼吸器で陽圧をしっかり保つことが必要となります。

●気道狭窄の原因の種類 ・ 原因と、 対策を、 こ
のスライドにまとめました。
右側のような対応 ・ 治療を、 組み合わせて行
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ଡୗ
ᒡ
ਃચ
ᒡ
൙ಸ
ৣ
൙ಸ
ᕓਤ

࿀ᒷᒡ
࿀ድ୍ ድ୍ ᒡ
ঀॹ॔قॖॻෝপٔشع
⑻ෝপ
ჱஉৣ؞
ৣ

᎒༽ڀድ୍።୍ᒡ
።୍ᒡ
።୍ໞ৲

ਞଵᒡ؞ਞଵໞ৲ඪ

⑻ঀॹ॔؞ॖॻ తল
৽࿀ድ୍ग़॔क़ख़ॖ১

ৣ؞᎒भિଵ৶
ઉமஂஃपेॉৣ॑पলघ
ஓपेॊৣ৳ٮ
৸ମિଵ৶
ડᇧਜ਼ ᇧਜ਼ ൊਜ਼
൙ಸਮ
قॶজॾ५ಞିೝಉك
ਢ഻ಓళล&ق3$3ك

ਞଵજ৫
ॵॿٮॡढ़ছৣؚش৳ಎ
৬॥থॺটشঝदఒघॊऒधुँॊ

53

医療的ケア児の看護ケアの実際

泣くこと、 興奮、 不安、 緊張、 痰のからみ、

第Ⅳ章

えて対処することが必要です。
気管切開している例では、 これが気管切開の

●上気道の狭窄に対しては、 下顎を前に出して
上気道を広げるようにすることが援助の基本で
す。

ჱஉৣҩਞᒡषभৌૢभ੦ম

直接の介助としては、 手でコントロールするこ

ৣ॑पলखथਞ॑ઁऑॊ

とが有効であり、 舌根沈下を防ぎ上気道スペー
スを確保することができます。

ৣभഓभ
ীؚ॑प
खলघ

脳性麻痺では、 通常の気道確保の方法である
肩枕を入れて頸部を強く伸展させることは逆効
果のことも多く、 肩枕は過度に行わないように

ৣभৣقड़ॺफ़ॖ
كप॑ਊथथৣؚ
॑खपਬऎ

注意します。 むしろ後頚部の緊張と過伸展を抑
えることが必要なことが多く、 これに下顎の前
への引き出しや、 軽い前屈を加えることが有効
です。 頸が後ろに反らないようにしながら、 顎

ৣഓ

್ढऒदৣؚ॑ൺুदგिे
अप৳खৣ॑पলघ

ड़ॺफ़ॖ
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の前の下の部分であるオトガイ部や下顎の角の
ところで、 下顎をしっかり前に出すことが大事で

す。 抱っこや坐位の姿勢でもこれが可能です。

第Ⅳ章

●喉頭軟化症の場合には、 下顎を前に出すだけ
でなく、 頸を少し前に突き出すようにしながら下
顎を前に出すことが必要です。

።୍ໞ৲ඪदभ⅑ؚৣؚ৸ମभિଵ৶

呼吸状態を良くするためには、 スライドのよう

ჱஉৣभৃ়ेॉؚखः؛

医療的ケア児の看護ケアの実際

َ።୍॑ఁऑॊُधःअॖওش४द⅑ؚ༽
खऩऋैৣ॑पলखथ৳घॊ؛

に、 頸部を前傾気味として、 下顎を前に出す姿
勢を保持することが必要で、 椅子に座っている

ᇧਜ਼दु ؚऒभঃॱشথ॑੭ृघः؛

姿勢でもこのような姿勢を保持することが必要
です。
腹臥位でも、 このような姿勢に近くなり、 喉
頭の狭窄が改善します。

ൊౠਜ਼

উটشথय़شঃشपेॊᇧਜ਼

●器具によって下顎を保持することも舌根沈下
や喉頭部狭窄による上気道狭窄への対策として
有用なことがかなりあります。

ॿॵॡढ़ছشदभৣ৳पेॊਞᒡषभৌૢ 

下顎を持ち上げるような形で頸の周りにセット
して下顎を保持します。
ソフトなネックカラーも有効で、 頸椎症用の既
製の物をそのまま使用したり、 装具業者に削っ
てもらって高さを低くして使用しますが、 完全

ใଲभॿॵॡढ़ছش
قჱஉৣك

なオーダーメードでの作製が必要なこともありま
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す。
手製のネックカラーや、 タオルやパッドによる

রमॿॵॡढ़ছشઞ৷
ᄨ༒ৎम&ؚ3$3ऩ%L3$3
ق።୍ໞ৲ඪك

単純な保持なども対策として有効なことがあり
ます。

ঊॵॻঐ५ॱشढ़ছش

下顎舌根が沈下し閉塞性呼吸となり椅子座位
が保持できないケースで、 このような工夫によ

り車椅子座位を保つことが可能となる例もあります。
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●舌根沈下など、 上咽頭、 中咽頭の狭窄による
呼吸障害に対する医学的な対応として経鼻エア
ウェイがあります。

৽࿀ድ୍ग़॔क़ख़ॖ৽ق࿀ग़॔क़ख़ॖك

これは、 鼻から咽頭まで比較的軟らかい管を

࿀ऊैؚऎऩढथःॊድ୍
قभनكऽदؚฑैऊः
ॳগشঈ॑োोथॺؚথॿঝ
॑णऎॉؚ૬ਞभৢॉ॑ન
৳खؚళล॑௫पघॊ؛

挿入して、 空気の通り道のトンネルを作る方法
です。
この方法により、 呼吸が非常に楽になる場合

ჱஉৣঀॹؚ॔ॖॻෝপऩ
नपથ

がかなりあります。
この経鼻エアウェイによって、 呼吸障害の改

።୍ᒡटऐभৃ়म૮؛

善、 睡眠の安定化、 表情の改善、 精神活動の改
善などの他に、 胃食道逆流症の改善、 体重増加
などが得られます。
これが上首尾にできることによって気管切開
をしなくて済んだり、 家庭療育を維持すること
が可能となっている例も多いなど、 著しい QOL
の改善につながることもあり得るものです。

そのようなケースで、 食事水分摂取可能なケースでは摂取の時には
エアウェイは抜くか、 少し引き抜いて浅くして固定します。
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このエアウェイは夜間睡眠時だけの使用で済

む例が多いのですが、 日中もずっと必要な場合もあります。

●経鼻咽頭エアウェイの挿入や抜去は、 医師や
看護師が行います。
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医療的ケア児の看護ケアの実際

経鼻咽頭エアウェイ使用時に生ずる可能性の

ଐ ਛফাਲ਼

ある最も重大な事故は、 エアウェイの固定が不
充分でエアウェイが咽頭の奥の方に行き、 喉頭
や食道に入りこむことです。 この予防のために、
固定をしっかり行っておく必要があります。 ま
た、 エアウェイ使用時に吸引する際には、 吸引
チューブを挿入する時にエアウェイを押し込むこ
とがないように注意する必要があります。 この
ような事故や問題がおきないように作られたエ
アウェイの製品を使用します。

 .2.(1&2/7'

●このスライドにも、 状態と対応方法を整理し
てあります。
このスライドにあるように、 姿勢管理、 すな
わち、 適切な姿勢を取るようにすることが、 い
ろいろな気道狭窄すべてに共通した基本的なこ
とです。
全身的な姿勢の管理が、 気道の狭窄への対
応としても、 また他の呼吸の問題への対応とし
ても重要です。 呼吸が楽になるように全身的な

ඪు؞पउऐॊਞᒡඪ૾ᙺقྷี؞ళลكधৌૢ
ลਞ ٜ ళਞ

ඪ
૾

ᄨ༒ٜಁጅ

୰
ଙ

॔ॹঀॖॻӢෝপ
⑻ෝপ

ৌ
ૢ

৽࿀
ग़॔क़ख़ॖ

ჱஉৣ

ลਞ ٛ ళਞ
ᄨ༒ٛಁጅ
ჱஉ


።୍
ᒡ

ᄨ༒ٛಁጅ
ਞଵ
ໞ৲ඪ

ᙺඅ

姿勢を適切に整え、 リラックスできてかつ安全
に、その姿勢を保持できるようにしていくことが、
呼吸障害への日常的対応として最も基本的なも
のとなります。 このような姿勢の調節や管理を、
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ポジショニングや姿勢づくりと言います。
重症児にとって、 全身的な姿勢の取り方は、

も姿勢は大きく影響します。 したがって、 このポジショニングは、 呼吸

呼吸障害だけでなく、 胃食道逆流や嚥下障害に

障害への援助だけでなく、 重症児 ・ 者への日常的な援助の基本の一つ

大きく影響してきます。 また、 この他の問題に

といえます。
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１- ２

姿勢管理、呼吸状態悪化時の対応

●姿勢管理が、 気道の狭窄への対応としても、
また他の呼吸の問題への対応としても重要で
す。
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呼吸が楽になるように全身的な姿勢を適切に
整え、 リラックスできてかつ安全に、 その姿勢
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を保持できるようにしていくことが、 呼吸障害
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への日常的対応として最も基本的なものとなり
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ます。 このような姿勢の調節や管理を、ポジショ
ニングや姿勢づくりと言います。
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障害の重い子どもにとって、 全身的な姿勢の
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取り方は、 呼吸障害だけでなく、 胃食道逆流や
嚥下障害に大きく影響してきます。 また、 この
他の問題にも姿勢は大きく影響します。 したがっ
て、 このポジショニングは、 呼吸障害への援助
だけでなく、 日常的な援助の基本の一つといえ
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ます。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●それぞれの姿勢が、 どのような影響を与える
かをみていきましょう。
仰臥位 （背臥位、 あおむけ姿勢） の特徴は、
下顎 ・ 舌根が後退 ・ 沈下しやすい、 顎や肩を後
退させるような緊張が出やすい、 痰 ・ 唾液がの
どにたまりやすい、 呼気が充分しにくい、 背中
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側の方の胸郭の動きが制限される、 胃食道逆流
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が起きやすい、 誤嚥物が肺下葉にたまりやすい
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など、 重症心身障害児にとってはあまり望まし
いものではありません。 また、 仰臥位姿勢ばか
りをとっていることが、 年長の重症心身障害児
によくみられる胸郭の扁平化のひとつの要因に
なったり、 呼吸が苦しいことが頸部の過伸展を
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増加させる可能性があります。
一方、 腹臥位は、 下顎後退 ・ 舌根沈下を避け
られる、 条件をよく設定すれば緊張がゆるんだ

ので、 鼻や口がうずまらないように枕を工夫し、 目を決して離さない
などの注意が必要です。

状態になりやすい、痰・唾液がのどにたまらない、

腹臥位は、 呼吸にとって仰臥位での不利な点を解決できる姿勢です。

呼気がしやすくなる、 背中の胸郭 ・ 肺が広がり

舌根の沈下や、 唾液や痰がのどにたまることを防ぐことができます。

やすい、 胃食道逆流が起きにくい、 誤嚥物が肺

喉頭部の狭窄も軽減しやすいです。 胸郭呼吸運動の効率も腹臥位の方

下葉にたまるのを防ぐことができるなどの特徴

が良くなります。 パルスオキシメーターで酸素飽和度を測定すると、 仰

があり、 仰臥位の欠点を補う、 望ましい姿勢と

臥位より腹臥位の方が酸素飽和度が改善する例が多いです。

言えます。 ただし、 腹臥位は窒息の危険がある
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●重症児 ・ 者では、 慢性的な肺の病変が、 肺下
葉に生じやすくなります。 病変は心臓の後になっ
た肺下葉に生じやすく、 左凸の側弯がある場合
は心臓は右に偏位し、 その後の右下葉に慢性的
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変化が生じ、 右凸の側彎ではその逆に左肺下葉



క

に病変が生じやすい傾向があります。 肺の下葉

ం

は体の後に位置するので、 仰臥位では下になり、



そこに分泌物や少量ずつ誤嚥した物が停滞し、



感染 （肺炎） や慢性的な病変が生じてくると考
えられるので、 「荷重性肺病変」 と称されます。
このような病変が悪化し感染を起こさないよう
にするためにも、 腹臥位をしっかり取ることが重
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要です。
誤嚥があるケースでは、 誤嚥の軽減をはかる

慢性的な誤嚥性の肺の変化の悪化防止という意味でも、 ポジショニン

「誤嚥があっても肺が悪くならないようにする」

グは重要です。 胃食道逆流症も、 食道と胃の位置関係から、 リラック

ことが必要です。 日常的に誤嚥性肺炎の予防、

スした腹臥位で軽減できます。
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とともに、 誤嚥による肺病変の悪化を防止する、

●腹臥位に慣れてくると緊張がとてもゆるむこ
とは、 しばしば経験されることで、 手を前の下
ることもあります。
腹臥位でリラックスした状態でいられるために
は、 股関節や膝を軽く曲がった状態に保つこと、
肩から上腕の圧迫感がないようにすることがポ
イントです。
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●学校や通所施設でも、 腹臥位のポジショニン
グが普及しつつありますが、 リラックスした腹臥
位が取れるようにするとともに、 腹臥位での事
故防止のための注意が充分に必要です。
口や鼻が塞がれて窒息することのないよう
に、 また、 横や下へずり落ちる事故を防ぐため
に個々の状態に応じて作成された腹臥位用マッ
トなどを使用します。 骨折にも注意が必要です。
腹臥位になることにより本当に良い状態に
なっているのか、 かえって本人に負担になって
いないかどうかは、 本人の表情や呼吸状態を良
く観察することや、 パルスオキシメーターでの酸
素飽和度や心拍数の把握が手がかりとなります。
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初めの慣れない時に心拍数が短時間増加して
も、 楽になっていけば心拍数は下がってきます。
心拍数が増えたままだったり、 どんどん増え

ていく場合は、 負担になっていると考え、 中止して、 腹臥位の仕方をあ
らためて工夫することが必要です。
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に出してキーボードを操作できたりするようにな

●腹臥位以外に、 側臥位も有効な姿勢です。 側
臥位の特徴として、 舌根沈下を防ぐことができ
る、 緊張がゆるんだ状態になりやすい、 痰や唾
液がのどにたまるのを防げる、 胸郭の前後の動
きがしやすいという利点があります。
胸郭の横の動きは制限される、 右側臥位は胃
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食道逆流を続発することがあるなどの欠点もあ
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ります。 呼吸の状態が悪くなった時に、 仰臥位
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のままでなく、 まず、 この側臥位にすることに
よって改善することが多くあります。
完全な側臥位ではなく、 仰臥位と側臥位の中
間くらいの姿勢が良いこともあります。 頭が下
に落ちないように枕を適切にすることが必要で、
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バスタオルをたたんで高さを調節して枕にしま
す。
安定した側臥位が保たれ、 また、 腕の重みに
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よる胸の圧迫を避けるため、 大きめの枕を抱く

仰臥位が多いことが胸廓の扁平化を招き、 胸廓の扁平化は気管の狭
窄や肺容量の低下をきたすが、 その予防のために、 幼少時から側臥位
を励行することも重要です。

ようにさせるのが良い場合もあります。 側臥位

腰や膝が少し屈曲した姿勢とし、 枕を上手に使い頭が不自然な位置

は、 舌根沈下や唾液や痰が気道にたまることを

にならないようにすること、 上になった腕の重みが胸の呼吸運動を抑え

防ぎ呼吸が楽にしやすい姿勢です。 手を使うこ

ないように、 前に置いたマットを抱くようにしてそこに腕を乗せるよう

とも側臥位でしやすくなります。

にすることなどが、 リラックスした側臥位が取れる要点です。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●前傾座位も有効な姿勢です。
舌根沈下や喉頭部の狭さがある人では、 後ろ
へのリクライニング座位は、 仰臥位と同様に呼
吸にとっては不利で、 むしろ、 軽い前傾位での
坐位姿勢により呼吸状態が改善する場合も少な
くありません。 とくに、喉頭部狭窄の強い人では、
腹臥位で呼吸が楽になることが多いのですが、
頸部の前屈と上体の軽い前傾で、 呼吸が改善し
緊張も緩和することがよくあります。 唾液が口
と咽頭にたまってきて貯留性の喘鳴 （ゼコゼコ）
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が出てきて呼吸が苦しくなりやすい場合も、 軽
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い前傾姿勢の方が良いことがよくあります。
坐位では、 重度の嚥下障害がある場合、 唾液

ٲফभႃऊैःौःौऩિऋधोॊेअपऩढथउऎऒधऋਏ؛

が気管に誤嚥され呼吸が悪くなることがあるの
で、 注意が必要です。

頃からいろいろな姿勢がとれるようになっておくことが重要です。

どの姿勢にも利点と欠点があります。 年少の
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●重度の嚥下障害では、 食事 ・ 水分だけでなく、
唾液も誤嚥されます。
障害の重い子どもの姿勢管理を考える場合に

ᚢৣਃચ૩ऋ২भৃ়भ
⅑ध৬ୌभഓ২

は、 唾液の、 咽頭喉頭への貯留と気管への誤嚥

䡚

の問題を考慮することが重要です。
嚥下障害が重度の場合には、 頸部を中間位か
ら軽い前屈位に保持しながら、 体幹を床面に対
して倒した姿勢 （リクライニングを強くした姿勢）
が、 一般的には最も誤嚥しにくい姿勢です。
（×） 首の角度が体幹に対して後屈位になる姿
勢は誤嚥しやすい。
（○） 首の角度を中間位～軽度前屈位に保持
し、 体を後ろに倒したリクライニング姿勢がもっ

¼ ؟भഓ২ऋ৬ୌपৌखथ༽ਜ਼पऩॊિमෙᚢखृघः؛
؟ ٳभഓ২॑রਜ਼عೄ২༽ਜ਼प৳खؚ
৬॑ौपखञজॡছॖॽথॢિमෙᚢखपऎः؛
ٮਗुँॉؚෞऩಹ৲म૫
ৗගୢॣ॔ଢ଼ఊॸय़५ॺेॉ

とも誤嚥しにくい。
例外もあり、 単純な一般化は危険ですが、 こ

のような基本的な傾向を踏まえておくことが重要です。
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●唾液の誤嚥についても同様で、 最重度の場合
は、 リクライニング座位でも唾液の誤嚥が生じ
ます。

َ৬॑କऒघध८ট८টखथऎॊُ
ॣش५भᚢৣୗ୶ਚৄ
F

E

の動きが写っており、 これは唾液の動きを反映
していますが、 水平仰臥位では誤嚥なく嚥下さ
れています。

ংॠشౠਜ਼

ూुञोमҨऊै২

ਕഓঐॵॺྛᇧਜ਼
৬২

ྛᇧਜ਼ٔᆸ

ংॠشౠਜ਼قDكदमؚୗ୶දऋघएपਞଵपෙᚢऔोॊ؛
৬॑खऑञિقEكदमؚୗ୶දम።୍ਤোखथਞଵपखোॉऊऐथऽ
ञ።୍पರॊ؛
ྛᇧਜ਼قFكदमෙᚢऩख؛

●呼吸状態が悪化した時の対応のポイントを、
スライドにまとめました。
呼吸の状態が悪くなった時には、 仰臥位のま
まにせず、 側臥位とし、 必要に応じて、 上気道
を拡げるために下顎を前に出すようにします。
気管切開している子どもでは、 気管カニュー
レが抜けていないか、 折れ曲がっていないかを
まず確認します。

ళลப৲ৎभৌ૪
ళลऋౙखजअ

৬॑କऒघऒधमਏିਔ

েೃ୵ళล॑खथःॊ

ৣ॑पলखਞ
قድ୍ؚ።୍॑كఁऑॊ

قৡళลऋਘःك

ᙺऋ
ਘः

८ট८ট
८॥८॥

行います。
その上で、 必要に応じて、 スライドの右に示

ડᇧਜ਼पघॊ

ਞ
ᒡ

গشগش
ᙺඅ
ਞଵໞ৲
८ش८ش

痰や唾液が貯留している時には適切に吸引を

すような方法を組み合わせます。

फ़شफ़ش
०ش०ش
ॢشॢش

ลো
জছॵॡ५؞ಖઋ
ಯ؞႟ಯ
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ฅ

ลਬ

ళลऋฒः
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ಞ
ਞଵढ़ॽগشঞभ
౮ଞऋऩःऊ

ళลஂஃ
ংॠথॢ
যੵళล

৽࿀ग़॔क़ख़ॖऋ
൵ऽढथऩःऊ
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D

このスライドでは、 唾液で希釈された造影剤

●痙攣や嘔吐の時の緊急対応でも、 仰臥位のま
まとせずに、 側臥位にしながら対応することが
妥当なことが多くあります。
バスタオルなどで適切な高さの枕をすること

ళลऋபः

が重要です。

᮶ᤄ

呼吸が弱いときには、 完全な側臥位では下側

ᚉ

になった肺が圧迫され換気が低下することがあ
りますので、 完全な側臥位でなく、 側臥位と仰

ৣ॑पলख
भन॑ఁऑॊ

ડᇧਜ਼

ဇ

ડᇧਜ਼पघॊ
ق૯ऌિك

୍भএ४३ঙॽথॢ

臥位の中間の姿勢が良いでしょう。
ડᇧਜ਼
ॱड़ঝदిજऩ
ৈऔभᆸ॑घॊ
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●喉頭軟化症が強くなって呼吸が苦しくなる場
合は、 体を起こして、 頸と顎をやや前に出し、
喉頭部を拡げるというイメージで保持して、 狭
窄を緩和すると呼吸が改善しやすくなります。

医療的ケア児の看護ケアの実際

喉頭軟化症でなくても、 体を起こしての呼吸
介助で楽になることもあります。
気管支喘息の場合にも体を起こした方が呼吸
が楽になります。
しかし、 嚥下障害が強い場合には、 体を起こ
すと、 唾液が喉頭に溜まり、 気管にも流れ込ん
で、 かえって呼吸が苦しくなるので、 注意が必
要です。

ళล૾ଙப৲ৎभિभॉ্
৬॑କऒखञિ್ؚढऒभિभ্ऋଐःৃ়

ৣ॑पলघऒधप
ेॉድ୍ु
ઁऋॊ

y ಸؚખॉନॉपेॊళลभப৲
y ።୍ໞ৲ඪ
y ್ढऒभ্ऋჱஉৣषभৌૢृఌਞஂஃؚ
ళਞஂஃ॑खृघःৃ়
y ਞଵ੍ᙺඅ
৬॑କऒखञિ॑ೂऐॊसऌৃ়

y ᏹัभਞଵෙᚢऋँॊॣش५
y ੱ୭௺भ૾ଙऋபःॣش५

●脳性麻痺の子どもでは、 体の緊張が強くなる
と、 呼吸が苦しくなることがしばしば見られます。
頸や体幹のそり返りが強く出るとその程度が強く
なります。 上気道 （咽頭、 喉頭） や、 気管が狭
くなり、 また、 胸郭が動きにくくなり、 広がりも
悪くなるためです。

ਞऋऎऩॊ
ಸ
जॉନॉ

ਞଵऋऎऩॊ
ऋऊऩः
ఁऋैऩः

呼吸が苦しいと、 ますます緊張が高まり、 悪
循環となります。
このような場合の対策としては、 頸と体を前

ৌૢ

屈させて、 リラックスする姿勢調整をし、 顎を

؞জছॵॡ५औचॊ
؞৬॑ீऎऔच༽قශऔचكजॉନॉ॑ਮैऑॊ
؞॑पলखथؚभन॑ఁऑॊ
؞ᮽऋऱढऊऊढथःॊৎमҨลো

前に出しのどを広げます。 これは、 体を起した
方が、 しやすいことが多いです。 痰が出しにく
いようであれば、 生理食塩水の吸入などにより
痰を出しやすくしてあげます。 無理に吸引しよう
とすると、 吸引の刺激でかえって緊張が強くなり

ళลऋౙखः

呼吸が悪くなることもあるので注意が必要です。
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●筋緊張を高める要因としては、 発熱、 体調不
良、 呼吸の苦しさ、 逆流性食道炎による胸やけ
の痛みや、筋肉痛やその他の痛み（歯痛、中耳炎、
関節痛、 腹痛、 尿路結石）、 月経、 興奮、 ストレス、
環境変化、 不眠などがあります。
筋緊張亢進が強くなると、 それによって、 発
熱したり、 腹圧がかかるため胃食道逆流が悪化
したり、 筋肉痛が起きたり、 良眠できなくなった

؞৬৹ਂଐ
ళล૩
၌୫ಗඪ
൙൱
ຓऩनभ൱ा
௪ؚ५ॺঞ५
୭৲
ਂ༒

൙ಸᕓਤ

ళล૩ப৲
၌୫ಗப৲
൙൱
ਂ༒

ப୭प
ऩॉृघः
൙ಸᕓਤभப৲

り、 ストレスがかかってきて、 そのため、 より一
層緊張が高まるという悪循環となります。
対策としては、 緊張を緩和し呼吸を楽にする
ための姿勢保持に努める （体を起こしたり、 体

ৌੁ

を丸くして、 緊張を断ち切る） とともに、 原因、

كڭজছॡ८ش३ঙথभञीभિ৹ත
৬॑उऒघؚ৬॑ீऎශऑथँऑॊेअप್ढऒऊ੍इॊ
كڮப୭॑ण
كگਉطਏभਫ਼ୈधजभு
كڰಖઋੱق৶॔ॣك
كڱఇٕ ൙ಸਮఇؚಖઋఇؚಈ༒ද

要因を検討し、 除去していくこと、 また、 環境
調整や、薬物療法 （筋緊張緩和薬や精神安定薬、

催眠剤など） が検討されます。
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●呼吸がスムーズにできていない時のアセスメ
ントの一つとして、 鼻や口からの換気がどの程
度できているかを確認することも大事です。

࿀ᒷؚઠᒷऊैभؚఌਞभનੳ

普段は鼻からの換気がしっかりできている子
物のたまりや、 鼻粘膜の炎症による鼻の閉塞が
その原因になっていることがあります。
鼻、 口からの、 吸気の確認は難しいのですが、
呼気は聴診器のベル型の方を鼻孔にあてると、
ボーッという音が聞こえて確認できます。 ただ
し、 弱い呼気では、 聴診器での確認は難しいの

ല൧ஓभঋঝभী॑ం࿀ሠؚక࿀ሠؚઠपਊ

थथؚఠ॑ലऎऒधपेॉؚजोझोऊैभؚళ
ਞ॑નੳदऌॊ؛

সരभჱಓؚ॑ం࿀ሠؚక࿀ሠؚઠपਊथथؚ
ళਞपेॊসരએभᄳॉ॑ৄॊऒधपेढथुؚ
भళਞ॑નੳघॊऒधऋदऌॊ؛

ですが、 金属の舌圧子を鼻孔に当てて、 呼気に
よる曇りを見ることによって確認できます。

2. 喀痰吸引
２- １

鼻腔・口腔からの吸引

●ここから、 喀痰吸引の手技の説明に入ってい
きますが、 その前に、 基本的な考えとして、 喀
痰吸引や経管栄養には、 基本原則に従った対応
と個別性への対応があることを知っておいてく
ださい。
基本原則とは、 喀痰吸引であれば、 吸引圧の
上限や吸引チューブを入れる長さ、 方向などに
ついて、 基本的なルールがあります。 経管栄養
に関しては、 栄養剤の温度や注入速度、 注入中
の体位などです。
しかし、 実際に皆さんが現場で喀痰吸引等を
実施する時には、 個別性への対応が求められま

੦মਉಋधશਙषभৌૢ
੦মਉಋपజढञৌૢ

ٹᙴᮽลਬ
؞ลਬಓ
؞ลਬॳগشঈ॑োोॊশऔ
؞ลਬॳগشঈ॑োोॊ্
؞ਏਈ৵भลਬधघॊञीभ
ৌૢقિ৹ତؚীଓஔಉطكಉ
৽ٹଵ౭ു
؞౭ുදभആ২
ି؞োச২
ି؞োরभ৬ਜ਼
؞রૃਏ੯ طಉ

ٹᙴᮽลਬ৽؞ଵ౭ു ુৢ
؞ၷඝطಉ

શਙषभৌૢ
رभৌभ
؞ႈ୰؞૩؞नुभৃ়भିਔਡ
؞ਞଵજ৫भুभ্১
؞ਞଵढ़ॽগشঞभரథ
؞౭ുදभആ২भा
ੇ؞ఔऋຯोथःॊ্১طಉ
पૢगञৌૢ

ੇఔधનੳखथؚୢపभંपజःؚৌૢ

ಸৎभৌૢ
؞ৌभऋःणुधୀअৎभৌૢ
؞ৌऋखञৎभৌૢ
಼؞૩ऋକऌञৃ়भৌૢقਗ਼ऩनك

ৌૢ্১॑ीનੳखथउऌؚেৎ
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す。 例えば、 最近では、 気管切開の手術の方法
や気管カニューレの種類も多様化しており、 個々
の対象者に応じた手技を身に付ける必要があり

族が慣れている方法を尊重した対応が求められます。

ます。 経管栄養では、 対象児の状態に応じ、 家
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どもが急に呼吸が辛そうになった時には、 分泌

●一言で 「喀痰」 といっても、 それには唾液、
鼻汁、 狭い意味での喀痰 （つまり肺 ・ 気管など
から排出される老廃物や小さな外気のゴミを含
んだ粘液） の 3 つが含まれます。
狭い意味での喀痰は、 咽頭、 喉頭、 気管や気
管支、 肺で分泌されたものです。 飲み込むこと
に障害があれば、 飲み込み切れない食物や水分
も混じります。
胃食道逆流があれば、 胃から逆流してきた胃
液や栄養剤も含まれます。
このテキストでは、 これらすべての分泌物を
総称して 「喀痰」 と呼んでいます。 また、 喀痰
の吸引は、 この喀痰を吸引する行為を表してい

ᙴᮽभลਬ
दؚnᙴᮽ|धढथुؚजोपमؚপऌऎ
 ٳᏹั
 ٳ࿀ᅑ
 ٳᙴᮽقःਔदभᙴᮽك
ٙድ୍؞።୍؞ཡ؞ਞଵऊैؚীᆌ؞ൾলऔोॊؚীᆌؚഠఀؚ
৵औऩਗਞরभ०ؚෙᚢखञुभಉ॑அ॒टའั
ऋஅऽोऽघ؛

ٳᚢৣ૩ऋऐोयؚᚢৣखऌोऩःقධााऌोऩःك୫
ृীुगॉऽघ
ٳ၌୫ಗऋँोयؚ၌ऊैಗखथऌञ၌ัृ౭ുදुஅऽो
ऽघ

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

ます。
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●喀痰などへの対応は、 まず、 側臥位や腹臥位
などの喀痰が出やすいような姿勢を保持して、
喀痰を出しやすくします。
次に、 喀痰などが貯留しても苦しくならない
ように、 上気道を拡げ、 空気の通り道を確保し

医療的ケア児の看護ケアの実際

ます。 喀痰が軟らかく切れやすく、 出やすくす
るためには、 喀痰が出やすくなるように全身的
な水分補給、 空気の加湿、 吸入 （ネブライザー）、
去痰剤などの薬を使用します。
そのほか、 体を動かし喀痰が出やすくします。
また、 呼吸運動を介助し換気を促進することも
排痰につながります。 その上で必要であれば、

ᙴᮽऩनभীᆌषभৌૢ
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吸引を行うこととなります。 基本的な考え方と

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

して、 吸引しなくてもよい状況をつくる取組を
医療職との連携の下でしっかりと実践し、 その

行うようにしましょう。 とくに学校や通所では、 教職員や介護職員のか

上で必要最小限の医療的な対応として、 吸引を

かわりとしてこの点が重要です。

●子どもに対し、 喀痰吸引を行う場合の留意点
を説明します。
本人の気持ちを尊重し協力を得ることが大事
です。 吸引の必要性を理解できず、 嫌がって泣
いたり、 頭や手を動かして抵抗する場合には、
話しかけながら、 他の人にも手伝ってもらって、
頭や手が動かないように支えてもらいながら、
安全に吸引が行えるようにしましょう。
吸引チューブを入れる長さは体格や状態によ
り違ってくるので、 決められた長さで行います。
気管カニューレは、 カフなしの短いものが入って
いることが多く、 個々に決められた長さまでを

नुभลਬपणःथ
 মযभਞठ॑๑खੈৡ॑੭ॊऒधऋপহ؛ลਬभਏਙ॑৶ੰदऌ
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確認して吸引を行います。 気管カニューレが抜

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

けないように注意が必要です。 気管切開での吸
引については、 気管切開児のケアで詳しく説明

ませるようにします。 鼻の分泌物や喀痰が短時間では取り切れなくて

します。

も、 一旦やめて、 間隔をあけて、 また吸引します。

できるだけ短時間で （長くても 10 秒で） 済

泣いている状態のままで、 吸引を続けることは避けるようにします。
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●吸引は、 どのような時に行うのでしょう？
まず、 痰や唾液などの分泌物がたまったとき
に行います。

न॒ऩৎपลਬघॊء

具体的には、 痰や唾液などの分泌物は、 食事

ᮽृᏹัऩनभীᆌऋऎऩॊधऌ
ञ॒ृᏹัऩनभীᆌऋऎऩॊधऌ

や飲水などからの刺激や、 感情が変化したとき

୫হ
ী
౭ുදିো

に多くなります。 また、 感染、 アレルギーなど
でも多くなります。

ลਬघसऌৎ
ลਬघसऌৎ

食事や水分摂取中に、 飲み込み切れないと、
食事、 水分が、 喉の奥にたまったり気管に少し
入り、 その刺激によっても分泌物が増えます。
次に吸引すべき時とは、 どのようなときでしょ
う。
第一は、 表情などで本人が吸引を希望してい

ഉؚ॔ঞঝॠؚش
ੲ৲ ୫
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る時です。 この要望を素早くキャッチする必要が
あります。
唾液が口の中にたまっているときは、 口腔内
た音がしたり、 酸素飽和度の値がいつもより低
いとき、 人工呼吸器のアラームが鳴っている時

のようなときは、 状態をさらに確認施設に到着した時、 食事や経管栄
養の前、 その後など、 時間を決めて吸引する場合もあります。
吸引のタイミングについては、 日頃から家族や医師、 看護師と相談
しておく必要があります。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●呼吸に異常がある時の状態、 症状を整理して
述べます。
呼吸に伴って出る音である喘鳴 （ぜんめい、
ぜいめい） には、 分泌物 （唾液、 鼻汁、 痰） や、
食物 ・ 水分が気道に溜まって生ずる貯留性の喘
鳴 （ゼロゼロ、 ゼコゼコ、 ゴロゴロ、 ズーズー）
と、 気道の狭窄による狭窄性の喘鳴 （ガーガー、
カーッカーッ、 ゴーゴー、 グーグー、 ゼーゼー、 ヒュー
ヒュー） があります。 喘鳴が、 狭窄性か貯留性
かどうか、 狭窄性喘鳴の場合には音の種類や出
方 （吸気時に強いか呼気時に強いか、 覚醒時に
強いか睡眠時に強いか） によって、 呼吸障害の
種類や部位が、 ある程度は判断できます。

ళลप౮ଞऋँॊৎभඪ૾
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呼吸が速く浅くなりがちな場合は、 一回での
換気量が減少しており、 必要な酸素量を摂取す
るために呼吸回数を増すことで代償しています。
陥没呼吸や、 一生懸命に呼吸をしようとして

鼻翼呼吸は息を吸うときに鼻孔を拡大させる状態、 下顎呼吸は息を
吸うときに下顎を下げる状態です。
どちらも、 息を多く吸い込もうとする努力呼吸の１つです。

肩も動かす肩呼吸、 努力呼吸となりがちで、 呼

酸素不足の程度が強くなると口唇 ・ 爪のチアノーゼを呈し、 最終的

吸がさらに余裕がないと、 鼻翼呼吸 ・ 下顎呼吸

には、 重度の低酸素血症や炭酸ガス （二酸化炭素） の貯留による意識

を呈します。

障害につながり、 命にかかわる状態となってきます。

陥没呼吸とは、 息を吸おうとして横隔膜など

チアノーゼは、 酸素と結びついていない赤血球中のヘモグロビンが

が動いてもそれに見合う量の空気が肺に入って

増加したときに口唇、 舌などが紫色になることです。 酸素飽和度が 70

いかないと、 息を吸う時に、 胸骨上部 （のど仏

～ 85％でチアノーゼを時に認め、 70％以下では確実に認めます。 た

の下の部分） や、 肋骨の間などの、 体の表面が

だし、 血液の循環が悪い時 （プールに入った後や発熱で手足が冷たい

凹む状態で、 胸骨の上の部分の陥没は、 服を着

時など） に出る末梢性チアノーゼは酸素不足によるものではなく、 温

た状態でも、 のどの下の部分の陥没として観察

められるなどにより血液循環が良くなると改善します。

することができます。
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吸引の必要があります。 上気道でゴロゴロとし

には、 痰がたまって呼吸がしにくくなっていることが考えられます。 こ

●喀痰の性状は、 吸い込んだホコリや細菌の種
類や量によって変化します。
通常の喀痰は、 無色透明からやや白っぽくて、

ᙴᮽभਙ૾

やや粘り気があります。 においはありません。
細菌に感染している場合には、 濁りが強く、
黄色や緑色っぽく粘り気のある喀痰が多く出ま

؞૮౦්ृृعஜढ़ः

ৢଞभᙴᮽ

؞पउःऩख

ृृ؞འॉਞ

す。 この場合は、 においがします。

౮ଞऋँॊधऌभᙴᮽ

アレルギーなどで分泌物が増えているときに
は、 サラサラして量が多くなります。
口や鼻、 気管などに傷がついている場合には、
赤い喀痰になります。 通常少量の血液が混じっ
ている程度なら問題ありませんが、 真っ赤なサ

؞ᄯॉऋणेः

؞ःणुेॉऋः

້؞౦ढ़ःؚ౦ढ़ः

؞འॉਞऋਘःؚໂः

؞अढघैःؚैऊपः
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ラサラな喀痰では、 緊急を要する出血をしてい

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

る場合があります。
喀痰が硬いときは、 感染で喀痰の粘り気が強

くなっている場合や、 体内の水分が不足している場合があります。

第Ⅳ章

●吸引は、 たまった分泌物を取り除き空気の通
り道をよくして呼吸を楽にしますが、 吸引チュー

医療的ケア児の看護ケアの実際

ブを挿入して圧をかけて吸引するのですから、
吸引される方には苦痛が伴います。
たとえば、口や鼻にチューブがくるのですから、
不快だったり、 痛みがあることは容易に想像で
きます。
口腔内や気管内の粘膜は柔らかく、 鼻の奥に
はたくさんの細かい血管があります。 したがっ
て、 かたい吸引チューブが入ることで傷つくこと
がありますので、 挿入する場所や吸引チューブ
の深さは決められたとおりにする必要がありま

ลਬपेॉକऒॉअॊऒध
 ลਬऔोॊनुभౙ൱

ਂ

 ઠᒷؚ࿀ᒷؚਞभؚം؞লഷ
 ඵౕपेॊᚉဇ

൱ः

 ಞ૾ଙ؞؞؞౿౦ਂଐ
ഷরಞᆳਮ২भৣ
 ڀൾᮽയਤ১ऩन॑ಡ৷खؚपેীऩभลਬऋदऌॊेअपख
थลਬਯ॑ैघसऌ

 ਂၷऩඝपेॊഉ

す。
以上のように、 吸引は多少なりとも本人の苦
痛を伴う行為であることを銘記し、 排痰法など

チューブという異物を入れる行為です。 汚染した手や器具などを使用し

を用い、 1 回に十分な量の吸引ができるように

て吸引すれば、細菌を口や鼻、気管に入れる機会にもなってしまいます。

して、 吸引回数を減らす努力が必要です。

ですから、 清潔な手や器具、 環境の中で行うことが何よりも重要です。

また吸引は、 口や鼻、 気管の中に直接吸引
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●吸引は、 安全に、 苦痛が少なく、 かつ有効に、
行われる必要があります。
今まで述べてきたような吸引に伴うリスクを
しっかり想定しながら実施することが事故の予防
につながります。
吸引が有効に行われるための工夫も必要で
す。
吸引の必要性とタイミングを適切に判断する
こと、 本人の受け入れと納得と意向を尊重する
こと、 適切な吸引チューブの選択 （とくに鼻腔吸
引、 気管切開からの吸引）、 吸引チューブを入れ
る方向や入れる長さ （深さ）、 吸引圧と圧のか
け方を適切にすること、 食事 ・ 経管栄養注入と

৸दؚౙ൱ऋऩऎؚથऩؚลਬ
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の時間関係を適切にすること、 などが基本的ポ
イントです。

吸引に伴うリスクは個人差が大きいものです。 範囲、 実施者の役割
分担を、 一律に機械的に決めてしまうのではなく、 それぞれの人にとっ

敏の程度など） やリスク （鼻腔吸引での出血の

て必要な吸引が安全にかつ有効に行われるような適切な判断が、 必要

しやすさなど） を把握し、 リスクに応じて役割分

です。 判断の基本は、その人にとって最善の利益は何かということです。

担を行う必要があります。

を排出する一番簡単な排痰促進法で、 たまって
いる喀痰を重力によって、 低いところへ移動し

ᙴᮽ॑লखृघऎघॊિق৬ਜ਼ॻঞॼش४ك

排出する方法です。
喀痰吸引が必要な人は、長時間のあおむけ（仰
臥位） により、 背中側に喀痰がたまりやすいた

ྛᇧਜ਼ँقउिऐك

め、 図に示すように横向き （側臥位） が有効で
す。 しかし、同一の姿勢は、循環障害や褥瘡 （じょ
くそう） などを引き起こす危険がありますので、

ᇧਜ਼قअणवचك

࿀धઠ॑ኋऋऩःऒध
ડᇧਜ਼ق૯ऌك

長時間続けないように、 1 つの体位は、 10 分
～ 20 分保持するのが有効です。 また、 うつぶ
せの場合は、 鼻や口を塞がないように注意する

্षൊऐञડᇧਜ਼

ことが重要です。
体位ドレナージが必要な場合は、 医師や看護
師と連携しながら行いましょう。
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医療的ケア児の看護ケアの実際

●体位ドレナージは、 少ないエネルギーで喀痰

第Ⅳ章

対象となるそれぞれの人について、 特徴 （過

●口鼻腔吸引の注意点を補足します。
まず第一の注意点は、 適正な方向に挿入する、
ということです。
また吸引チューブを入れる規定された長さが
守られるようにします。
吸引チューブに印をつける、 目盛がついた吸
引チューブを使う、 規定の長さに切ったカラー
テープを吸引器に貼っておくなどの方法を取りま
す。
今まで述べてきた事項に加えて、 感染防止の
ための清潔操作が必要です。
家庭と違い、 学校や施設は集団生活の場です
ので、 実施する看護師や介護職員等の手を介し

ઠ࿀ᒷลਬभିਔਡ
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ての感染を防ぐ必要があります。
そのため、 吸引チューブを持つ方の手に手袋
をつけます。

第Ⅳ章

気管切開の場合には滅菌手袋使用が原則です
が、 口鼻腔吸引では、 実施者の手の汚染の予防

が目的なので非滅菌の清潔なビニール手袋で良く、 使用したら毎回廃
棄します。
手袋をして吸引チューブを持つ手と、 手袋をせず吸引器のスイッチ
操作などを行う手との、 使い分けをしっかり行うことが重要です。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●次に、 口腔内吸引のコツを説明します。
口腔内では、 奥歯とほおの内側の間、 舌の上
下面と周囲、 前歯と唇の間に喀痰がたまりやす

ઠᒷลਬभ॥ॶق7LSVكڭقك

いので、 これらを中心に確認し、 喀痰があれば
吸引します。 十分に開口できない対象児の場合、

ს

片手で唇を開いたり、 場合によっては、 バイト
ブロックを歯の間に咬ませて、 口腔内吸引を行

ઠሼ

う場合もあります。
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●口腔の奥にある壁である咽頭の壁を強く吸引
チューブで刺激すると、 「ゲエッ」 という嘔吐反
射が誘発されます。 したがって、 食後間もない

ઠᒷลਬभ॥ॶق7LSVكڮقك

時は、 この部位を刺激しないように、 やさしく
吸引して下さい。
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●続いて、 鼻腔内吸引のコツを説明します。
鼻腔内を吸引する前に、 鼻腔内の構造、 特に
真ん中に鼻中隔という隔壁があり、 左右の鼻腔

࿀ᒷभଡୗ

には、 上、 中、 下の 3 つの鼻甲介というヒダが

࿀ᒷभଡୗ॑ॖওش४खऽखॆअ

垂れ下がっていることをイメージしましょう。 も
し吸引チューブを挿入してみて、 吸引チューブが
なかなか入って行かないようであれば、 無理を
せず、 反対側の鼻腔から吸引を行います。 左右
の鼻腔は、 奥でつながっているからです。

第Ⅳ章

●鼻腔粘膜はデリケートで出血しやすいため、
吸引チューブ先端を、 鼻腔に適切な長さまで挿
入するまでは、 吸引チューブを操作する手と反
をかけないようにします。

࿀ᒷลਬदमؚลਬॳগشঈഈ॑࿀ሠ
पؚਈੂटऐृृؚऌपোोॊ

ਈੂटऐؚ
ृृऌपዠো

ただし、 手前に喀痰がある場合は、 初めから
陰圧がかかるように吸引チューブ接続部を折り
曲げず、 挿入していく方法も良いでしょう。 この
方が、 鼻腔内の喀痰が吸引しやすい場合もあり
ます。
手で直接吸引チューブを操作する場合は、 ペ
ンを持つように持って、 まず吸引チューブ先端
を鼻孔から約 0.5cm は、 やや上向きに入れま

ลਬॳগشঈ॑ඝघॊুधખৌभু
दؚลਬॳগشঈभஉমقமਢ॑ك
औइथྔؚಓقลਬಓ॑كऊऐऩः
ेअपखथؚዠোघॊभऋ੦ম؛
ুपᙴᮽऋँॊৃ়मੂؚीऊैؚ
ลਬಓऋऊऊॊेअपลਬॳগشঈம
ਢ॑ീॉශऑङؚዠোखथःऎ্১
दुଐः؛ऒभ্ऋؚ࿀ᒷभীᆌ
ऋลਬखृघःৃ়ुँॊ؛
ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

す。 セッシで吸引チューブを操作する場合も同
様です。

●次に吸引チューブを下向きに変え、 鼻腔の底
を這わせるように深部まで挿入します。
上向きのままで挿入すると、 挿入できなくなっ
たり、 鼻腔の天井にあたったりして、 対象児が
痛がる原因となります。 もし片方の鼻孔からの

࿀ᒷลਬभৃ়भ॥ॶكق
ઃपลਬॳগشঈ॑ৣऌपइؚೲ
॑⎠ॎचॊेअपൔऽदዠো

挿入が困難な場合、 反対の鼻孔から挿入して下

ৣऌपखؚ
ೲ॑⎠ॎघेअप

さい、 鼻腔は奥で左右がつながっています。
吸引チューブは、 医師から指示を受けた長さ
まで挿入します。

োॉपऎःৃ়म૮৶चङपؚખ
ৌડभ࿀ሠऊैোोॊ

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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対の手で、 吸引チューブの根元を押さえ、 陰圧

࿀ᒷลਬभৃ়भ॥ॶكق

●奥まで挿入できたら、 はじめて反対の手での
折り曲げを緩め、 陰圧をかけられるようにしま
す。
折り曲げを急に解除すると、 瞬間的に高い吸
引圧がかかり粘膜を損傷する可能性が高くなる
ため、 2 秒～ 3 秒時間をかけて、 折り曲げてい

࿀ᒷลਬभৃ়भ॥ॶكق
ลਬॳগشঈ॑ീॉශऑञ॑
ीྔؚಓ॑ऊऐथؚ࿀ᅑृᙴ
ᮽ॑ลਬखऽघ
ྔಓ॑ऊऐऽघ

た部分を緩めます。

ంకपૡऔच
ॅढऎॉਬऌ௷ऌ
ऩऋैลਬघॊ

そして、 ゆっくりと吸引チューブを引き出しま
す。 この時、 手で操作する場合は、 こよりをよ
るように、 吸引チューブを左右に回転させなが
ら吸引すると吸引効率が良いでしょう。

ീॉශऑ॑पੰघॊधໍؚपৈःลਬಓऋऊऊॉའჍ॑ംघ
ॊ૭ચਙऋৈऎऩॊञीؚീॉශऑथःञী॑ीॊभमໍदऩ
ऎؚखৎ॑ऊऐथষअ؛
پऒभઌमँऎऽदুૼभॖওش४दँॉؚৰभಆृৰଢ଼ఊؚਠৃदमুฦ॑ା৷खऽघ؛
ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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●吸引にあたっては、 吸引チューブの経路と行
き先を想定しながら行うことが大事です。
鼻孔から入れた吸引チューブは鼻を通り後鼻

ዠোखञลਬॳগشঈभষऌधজ५ॡ

腔から咽頭に入ります。 この過程で鼻粘膜、 ア
デノイドなどの損傷、 出血を生ずることがありま

医療的ケア児の看護ケアの実際

す。 咽頭では吸引チューブの刺激により、 吐気、
嘔吐、 出血などが生じる可能性があります。
鼻から入れた吸引チューブを咽頭の奥に進め
ると、 ①喉頭蓋谷にぶつかる、 ②梨状窩にぶつ
かる （これが最も多いです）、 ③食道に入る、
④喉頭に入る （さらに声帯を越えて気管に入る
こともある）、 のいずれかとなります （スライド
の赤い実線の矢印）。 咽頭の下部には食道の入

َৗගୢॣ॔ଢ଼ఊॸय़५ॺُऊुऋॎॡজग़ॖॶফेॉ

り口の両側に梨状窩があります。 梨状窩にぶつ
かるとその刺激で吐気や嘔吐を生ずることが多

吸困難となることがあります。

くあります。 吸引チューブが喉頭に入ると咳が誘

吸引チューブが気管に入ると、 その刺激による迷走神経反射のため

発されることが多く、 その咳込みが強いと嘔吐

に急に徐脈を生じたり、 強い咳や、 喉頭 ・ 気管支の攣縮を生じて呼吸

を誘発することがあります。 吸引チューブが声

困難になることもあります。

帯を刺激すると、 喉頭 ・ 声帯の攣縮をおこし呼

●吸引チューブが喉頭に入ると咳が誘発される
ことが多く、 その咳込みが強いと嘔吐を誘発す
ることがあります。 吸引チューブが声帯を刺激
すると、 喉頭 ・ 声帯の攣縮をおこし呼吸困難と
なることがあります。

َৗගୢॣ॔ଢ଼ఊॸय़५ॺُऊुऋॎॡজग़ॖॶফेॉ
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●咽頭の下部には食道の入り口の両側に梨状窩
があります。
吸引チューブ先端が梨状窩にぶつかると、 そ
の刺激で吐気や嘔吐を生ずることが多くありま

૾ᱴभೲ॑ลਬॳগشঈऋඵౕ

࿀؞࿀ᒷลਬभজ५ॡ

ဇऌਞقइङऌؚكᚉဇؚళล૾ଙப৲

す。

َৗගୢॣ॔ଢ଼ఊॸय़५ॺُऊुऋॎॡজग़ॖॶফेॉ
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●鼻からの吸引チューブの挿入では、 頸部後屈
姿勢、 頸が後に反った姿勢で、 頸の角度を調節
しながら鼻から吸引チューブを入れると、 吸引
チューブが喉頭 ､ 気管に入ることがあります。
も鼻から入れた吸引チューブが声門や気管に入
ることがしばしばあります。
不用意に行えば、 刺激により喉頭声帯の攣縮
（れんしゅく）、 気管支の攣縮をおこし呼吸困難を
生ずる可能性があり、 迷走神経反射により急に
徐脈を生ずることもあります。
このような事故を防ぐためには、 鼻から挿入

ඪు؞दम⅑ؚ༽ऋਘऎऩऎथ
ुؚ࿀ऊैোोञลਬॳগشঈऋؚਞଵ
पোॊऒधऋँॊ
።୍ृਞଵपँॊᮽऋ
થपลਬदऌॊ

ਂ৷ਔपؚऒो॑ষअधؚ
হ॑েङॊऒधऋँॊ

ਞଵ
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؞ళลभப৲ق።୍ᤄೠऩनك
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する吸引チューブの長さ （深さ） をきちんと確
認、 意識し、 看護師が行う場合でも、 深く入り
過ぎないように長さを決めて行う必要がありま

す。 こうすることによりこの事故を防ぐことができます。

●鼻からの吸引では、 吸引による鼻粘膜の刺激
や損傷と出血を避けることが重要です。 出血が
多量になることも、 稀ながらあります。
また、 浅い範囲でも本人は苦痛をかなり感じ
ていることがあります。
吸引チューブを上向きで挿入しないこと、 狭
い方の鼻からは無理に吸引しないこと、 吸引
チューブの太さや種類に配慮すること、 吸引圧
を高くし過ぎない、 吸引圧をかけるのを徐々に
行う （接続部の折り曲げを解除して吸引圧がか
かる時にゆっくりめに解除する） などが、 望まし
いことです。

࿀ᒷลਬभজ५ॡଵ৶
ወटऋলഷऋँॉ੭ॊ
࿀ᒷ

ลਬॳগشঈ॑पऐथোोऩः
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 मลਬॳগشঈभਤো৽ଡ଼
 ٳभ্षลਬॳগشঈ॑োोथลਬघॊ
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とくに重症児 ・ 者では頸部後屈が強くなくと

࿀ऊैዠোखञลਬॳগشঈभؚ
።୍؞ਞଵषभਤো

●粘膜損傷出血しやすい例では、 先端開口の吸
引チューブではなく先の丸いネラトンカテーテル
を吸引チューブとして使用することも検討しま
す。
吸引への過敏や緊張拒否がある場合には、 オ
リーブ管 （ガラス製とプラスチック製があり鼻孔

ลਬपेॊؚའჍംؚলഷभଆૃ
؞ਤোखपऎःৎقಿ॑गॊৎكपम૮৶पোोऩः
؞ಓभਝ॑ৈऎखૌऍऩः

؞ಓ॑ऊऐॊभ॑ဉرपষअ

؞ඵౕऋऩःਙ૾भॳগشঈभ৭උ

にあてて鼻腔内を吸引する） で、 こまめに吸引
することにより鼻に吸引チューブを入れなくて済
むこともあります。 これは限界もありますが、
鼻の分泌物を少なくする、 分泌物が出やすくす
るための対応も組み合わせて行うなど、 吸引
チューブによる吸引を減らすような対応を工夫し
ます。

第Ⅳ章

●吸引物品のイメージです。

ลਬષقઌमಆ৷७ॵॺك

医療的ケア児の看護ケアの実際
●吸引には次のようなものが必要です。
・ 吸引器、 接続管
・ 吸引チューブ ・ ・ ・ ・ 気管カニューレ内用と、
口腔内 ・ 鼻腔内用で分ける
・ 滅菌手袋またはセッシ （ピンセットのこと） お
よびセッシたて
・ 滅菌蒸留水 ・ ・ ・ ・ ・ 気管カニューレ内用
・ 水道水 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 口腔内 ・ 鼻腔内用
・ アルコール綿
・ 吸引チューブの保存容器消毒剤入り （再利用
時、 消毒剤につけて保存する場合） ・ ・ ・ ・
気管カニューレ内用と、 口腔内 ・ 鼻腔内で容
器を分ける

ลਬपਏऩષ
ٴลਬஓؚமਢଵ
ٴลਬॳগشঈقਞଵढ़ॽগشঞ৷ؚઠᒷ؞࿀ᒷ৷ك
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৷पীऐथදपघ
ऽञमᄩऔचथ৳ோघॊ

吸引チューブを使い捨てではなく再利用する
場合、 消毒剤入りの保存容器につけて吸引チュー

捨てる方法で演習を行いますが、 実地研修での吸引の演習および評価

ブの清潔を保つ方法と、 消毒剤が入っていない

票では、 消毒剤入りの保存液につける方法を説明します。

保存容器にいれ乾燥した状態にして清潔を保つ

注意 ： 学校での気管切開部からの吸引で手袋使用の場合は滅菌手袋

方法があります。それぞれの利用者の方法に従っ

（使い捨て、薄いポリエチレン製） を使用します。 セッシは通常、口腔内・

てください。

鼻腔内吸引で共有します。 口鼻腔吸引では清潔な使い捨て手袋で良い

基本研修での演習では、 吸引チューブを使い

でしょう。
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●なお、 多くの場合に、 吸引チューブを再使用
しています。

ลਬॳগشঈभગઞ৷पणःथ

本来、 気管カニューレ内吸引用の吸引チュー
ブは、 単回使用が推奨されていますが、 コスト

ᄩ১ॻقছॖ৳ଵ১ك

ਈमؚදपკऐथउऎभदऩऎؚ॔ঝ॥شঝሁभपःञ૾ଙदઍஓप
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पमؚधऎप୧भॣش५दमؚ॥५ॺभਡऊैुऒोऋखणणँॊ؛

等の問題もあり、 同じ利用者に使用する場合は、
口腔鼻腔内吸引専用と気管カニューレ内吸引専
用に使用吸引チューブを分け、 また、 それぞれ

ఇัკ১ृقऎइऌख॒चऌऺअك

の吸引チューブを別の消毒剤入り保存容器に保

ਞଵढ़ॽগشঞลਬ৷भลਬॳগشঈमؚઞ৷ऋတऔोथःॊऋؚ॥५ॺ
ಉभਖुँॉؚगেെपઞ৷घॊৃ়मؚઠᒷ࿀ᒷลਬ௧৷धਞଵढ़ॽগش
ঞลਬ௧৷पઞ৷घॊลਬॳগشঈ॑ীऐؚऽञؚजोझोभลਬॳগشঈ॑શ
भදোॉ৳ோઍஓप৳ோखؚຸཱིुશपखथؚ৺ڭॉନखथઞ৷खथ
ःॊৃ়ऋऎाैोॊ؛

存し、 洗浄水も別にして、 約 1 日間繰り返して
使用している場合が多くみられます。
従来はこの薬液浸漬法 （やくえきしんしほう）
での保管が多かったのですが、 最近は、 乾燥法

ၷਂؚၷमଞपਔखऩऋैؚजोझोभుญ؞েെभ্১॑ମपणऐ
ॊेअपखथৣऔः؛

（ドライ保管法） といって、 消毒剤に漬けておく
のでなく、 アルコール清拭の後に乾いた状態で
容器に保管する方式 （「ドライ法」） が普及して

のケースでは、 コストの点からも、 普及しつつあるものです。
みなさんは、 清潔、 不潔は常に意識しながら、 それぞれの利用者の

います。 感染予防についてのこの方法の根拠を

方法を身につけるようにして下さい。

第Ⅳ章

示すエビデンスは充分とは言えませんが示され
ており、 急性感染症の例以外には、 とくに在宅

鼻腔・口腔からの吸引の手順

以下のスライドに、 口鼻腔吸引の手順を順番に述べます。
吸引チューブに吸い上げる水は水道水で良く、 水の保管容器を清潔にするとともに、 水は頻回に取り替えるようにする。 吸
引チューブは使用前と使用後のアルコールでの清拭をしっかり行います。
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५ॱॵইभুभළഉपेॊഉभଆૃभञी؛

ਔਡ ᙺऋؚীᆌฅपेॊᙺऊؚਞᒡपेॊᙺऊ॑ਖ਼
घॊ؛

ুದ

ลਬॳগشঈधลਬஓऊैলथःॊॳগشঈ॑மਢघॊ؛

ਔਡ ลਬॳগشঈमঅॽشঝুฦ॑खञুदඞअ؛

உು

ᒡपेॊᙺऋदँोयৣؚ॥থॺটشঝृડᇧਜ਼पघॊ
ऩनभৌૢ॑घॊऒधपेॉᙺؚऋೄखҨลਬ॑खऩऎथੋ
ि૭ચਙऋँॊ؛
୫হି؞োऊैुऩःৎदभลਬदमؚลਬपेॊᚉဇभজ
५ॡऋੜघभदؚลਬखऩऎथੋिৌૢ্১॑રघॊ؛

உು

ลਬॳগشঈध५ॱॵইभুभළഉ॑ଆए؛

ুದ

ઍஓऊैؚลਬॳগشঈ॑ॉলखؚ॔ঝ॥شঝदลਬॳগش
ঈ॑রఙऊैഈभ্षሁऎ؛

உು

ลਬॳগشঈ॑ၷपघॊञी

ਔਡ ऒोमറखथुଐः
ুದ قઍஓऊैؚลਬॳগشঈ॑ॉলखكؚลਬஓभਗ਼౺॑োोॊ؛

ুದ

ਔਡ ুฦ॑ಎାखञুदؚลਬॳগشঈभഈऊैਜ਼भী॑
ठؚลਬஓभਗ਼౺मুฦ॑ಎାखथःऩः্भুदোोॊ؛

মযपହखੈؚৡ॑੭ॊ؛ଢ॑ෳऐؚลਬघॊऒध॑इॊ

ਔਡ ਂभு॑मऊॉؚ৶ੰੈ؞ৡ॑੭ॊेअ पੱෳऐॊ؛

ুದ

ুฦ॑खथःऩः্भুदล
ਬॳগشঈமਢ॑ീॉශऑؚ
ลਬಓ॑નੳघॊ؛

ਔਡ ลਬಓमعN3Dعق
FP+J كங২प৹තघॊ؛
ลਬಓऋ N3D قउेज
FP+Jؚ॑كதइऩःेअ
पघॊ
உು

உು

ুฦ॑खञু॑ၷप৳णञी؛

ুದ

ลਬॳগشঈமਢ॑ീॉශऑञऽऽลਬಓऋऊऊैऩःेअपखؚล
ਬॳগشঈؚ॑ዠোघॊশऔ॑ਔؚનੳखऩऋैዠোघॊ؛

ਔਡ

ลਬॳগشঈዠোৎमؚமਢ॑ീॉශऑ
ञऽऽपखؚಓ॑ऊऐऩःेअपघॊ
ْ࿀ٓऌदऩऎؚ࿀ᒷೲभढ़شঈपป
ढथዠোघॊোॉपऎःৃ়म૮৶
चङؚખৌડभ࿀ᒷऊैোोथाॊ
ْઠٓድ୍॑હऊऩःपघॊ

உು

ಓदमಢৎपથऩลਬ
॑घॊऒधऋदँॉؚऽ
ञৈಓदमའჍ॑ംघॊത
ोऋँॊञी؛
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লഷखृघःৃਚ
࿀ᒷ

ድ୍

؞འჍभം॑ଆएञी
።୍
؞ൔपোोघऍॊध૫ऩৃ়ऋँ
ॊञी
 मลਬॳগشঈभਤো৽ଡ଼
؞࿀ऊैऌपোोॊधؚলഷख
 ٳभ্षॳগشঈ॑োोॊ
ಔःਜ਼पਊञॊञी
؞૮৶पোोॊधলഷघॊതोऋँॊञी
؞ᚉဇ॑ාघॊതोऋँॊञी

医療的ケア児の看護ケアの実際

２- １- １

ুದڴଓଌ
࿀ᒷؚઠᒷधुؚৌजोझोपणःथؚ୦FPऽदؚลਬॳগشঈ॑ዠোखथ
ଐःऊؚનੳधॉৠी॑खथउऎ؛
!ৌ ્શ੍ର৾ૅ $
࿀ऊैभลਬ
่૧పऋষअৃ় FP
ઇ৩ऋষअৃ় FP
ઠऊैभลਬ
่૧పऋষअৃ় FP
ઇ৩ऋষअৃ়
FP

ুದ

࿀ऊैभลਬ
؞ลਬॳগشঈዠোभੂीऊैؚลਬॳগشঈமਢ॑ീॉශऑङؚลਬಓऋऊ
ऊॊेअपखथዠোखथःऎ্১दुଐः؛
ऒभ্ऋؚ࿀ᒷীᆌऋลਬखृघः؛ድ୍भൔपँॊᮽ
॑ลਬघॊ৯भৎपमؚமਢ॑ീॉශऑथዠোघॊ؛

ลਬॳগشঈभഈऋᏹัृ
ীᆌऋฅखथःॊਜ਼प
खञैؚീॉශऑथःञ
ী॑ဉرपीथลਬಓ॑ऊ
ऐؚลਬॳগشঈ॑ૡऔच
ลਬघॊ؛

ลਬॳগشঈभૡ্১

ਔਡ ลਬॳগشঈमऎेअपল
खোोचङؚૡऔचऩऋै
ਬऌ௷ऌลਬघॊลਬमசृऊपষःعؚଧਰपघॊ
உು

ઠऊैभลਬ
؞ઠሼႄؚድ୍ؚ॑હऊऩःेअपघॊ
؞ჱभ॑⎠ॎचॊेअपোोॊؚઠഓऊैડ॑⎠ॎचॊेअपোोॊधؚล
ਬॳগشঈपेॊඵౕऋೄदऌॊ

ুದ ؞ลਬऋؚनभऔदਈुਬऐॊऊقधऎप࿀ลਬभৎك
؞ลਬभृਙ૾ق౦؞ໂऔಉ॑كનੳघॊ

ീॉශऑ॑पੰखथಓ॑ऊऐॊधໍؚपৈःಓऋऊऊॉ
འჍ॑ംघॊ૭ચਙऋৈऎऩॊञीའჍभ્भীप૿ऋ
ऊऊैङ૨ଐऎลਬघॊञीลਬৎऋশघऍॊऒधपेॊ
૿॑ೂऐॊञी

ুದ ลਬીവৎपमؚ॔ঝ॥شঝदลਬॳগشঈ॑রఙऊैഈ
भ্षሁऎजभؚลਬॳগشঈഈदؚ॑ลਬखथৢघ
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ਔਡ؞உು
؞नभऔदਈुਬऐॊऊधؚীᆌभਙ૾पेढथؚਖقౢ
࿀ᒷ༇ऩनكऋཔखृघः
؞࿀ऊैলഷऋৄैोञৎमؚङؚਾઔҨ੶ஈҨਫ਼ୈघॊ

ਔਡ ॔ঝ॥شঝदሁऎभमؚዠোखञশऔٔڮFPਰऊैลਬ
ॳগشঈഈऽद
உು

ลਬॳগشঈभၷ॑৳णञीभළഉ॑ਈ৵पखؚ༳෬༢
॑ଆएञीลਬपेॊॳগشঈभ൷ኋ॑ଆएञी

ুದ ীᆌऋखञऊનੳखؚลਬ॑ગ২ষअऊਖ਼घॊ
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ਔਡ ᮽऋैाभᙺఠ॑ୂःथभનੳقลਬஓभఠऋপऌःৎमลਬ
ஓ॑ૃीथؚكऽञमपრ॑ँथथᮽऋैाभᙺपेॊ
ஷ॑નੳ

●対象児の多くは、 吸引チューブを使い捨てに
せず再使用しています。 再使用する場合に、 吸
引チューブを管理する方法には、主に、乾燥法 （ド
ライ保管法） と薬液浸漬法があります。 乾燥法
は、 吸引チューブを洗浄した後、 乾燥させて保
管する方法、 薬液浸漬法は消毒液に漬けて保管
する方法です。 薬液浸漬法の場合は、 毎回、 ア
ルコール綿で吸引チューブの外側を消毒するか、
洗浄水等でしっかり洗浄します。
現在は、 ドライ保管法が一般的となっていま
す。
気管カニューレ内吸引については、 吸引チュー
ブの使い捨てが推奨されていますが、 在宅では

ลਬॳগشঈ॑ગઞ৷घॊৃ়भଵ৶্১
ᄩ১ॻقছॖ৳ଵ১؟ك

ลਬॳগشঈຸཱི॑खञؚᄩऔचथقลਬॳগشঈप
ᅙऋऩः૾ଙदك৳ଵघॊ্১؛खञႡऩनؚၷऩ
ሼહऌઍஓ॑ઞ৷घॊ؛
ఇัკ১؟
ลਬॳগشঈຸཱི॑खञؚัपკऐथ৳ଵघॊ্১؛
ؚ॔ঝ॥شঝदਗડ॑घॊऊؚຸཱིಉदखढऊ
ॉຸཱིघॊ؛
ၷਂؚၷ॑ଞपਔखऩऋैؚजोझोभৌుभ্১॑ମपહऐॊ
ेअपखथऎटऔः؛
ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

コストなどの問題もあり、 気管カニューレ内吸引
も乾燥法で行っている場合があります。
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●排痰を促進する方法として、 排痰しやすい姿
勢とすることがまず基本です。
看護師が行う手技としてタッピングがあります
が、 子どもにとっては苦痛なこともあり、 行う場
合には軽く優しく行います。
胸郭の呼気の動きを介助してあげて呼気を促
進し、 気流に乗って痰が出てくるようにすること
が有効です。

ᙴᮽลਬभ੦ম

ൾᮽയਤ১
 ৬ਜ਼ॻঞॼٕ४قএ४३ঙॽথॢك
 ೄઊ১ॵॱقআথॢك
 ஷ১
 ళਞஂஃ
 ഻ಓྔಓ ൾᮽଓஃಎ઼
 قढ़ই॔३५ॺ ؚढ़ইঐ३থك

呼気の時には肋骨の篭である胸郭の前部は下
がりますので、 写真のように胸郭を呼気に合わ
せて押し下げてあげます。 この手技は有効です
が、 安易に行うと危険もありますので、 理学療
法士の指導による練習が必要です。 研修の機会

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

を利用して看護師がこの手技を体得するのが望
まれます。
カフアシスト、 カフマシンなどと呼ばれる陽

人工呼吸器治療を受けている子どもでは、 これを使用して排痰を行う
ことが、 気管支炎、 肺炎の防止策として重要です。

しっかりかけて肺をふくらました後に、 陰圧をか

気管カニューレまたは切開部からの吸引

苦痛の少ない吸引であるためには、 口鼻腔吸引
よりも一層の注意や配慮、 対応が必要です。
気管切開部からの吸引は口鼻腔吸引よりも
しっかりとした清潔操作が必要です。
基本的な考え方として痰が出やすい状態にし
てあげてその上で必要最小限の対応として吸引
を行うべきことは、 口鼻腔吸引と共通しますが、
気管切開部からの吸引ではこの点がさらに重要
です。 気管カニューレ内の吸引で済むように、
また、 気管内でも浅い範囲の吸引で済むような
対応や、 姿勢の調節が重要です。

ਞଵढ़ॽগشঞऊैभลਬٕ੦মିਔਡ
 ਞଵજ৫ऊैभลਬमઠ࿀ᒷลਬेॉुखढऊॉधखञၷඝऋؚਏ؛

੦মऩઅइ্धखथᮽऋলृघः૾ଙपखथँऑथजभदਏਈ৵भৌૢध
खथลਬ॑ষअसऌऒधमؚઠ࿀ᒷลਬधુৢघॊऋؚਞଵજ৫ऊैभลਬदम
ऒभਡऋऔैपਏ؛ਞଵढ़ॽগشঞभลਬदੋिेअपؚᮽऋृॎैऊऎऩॉ
লृघऎऩॊेअऩৌૢقীभౄীऩၭॿؚঈছॖ२شभ়৶ઞ৷ऩनؚك
િभ৹තऋਏ؛ళਞ॑खढऊॉஂஃघॊऒधपेढथᮽऋਞଵ੍ृਞଵৣऊै
ऋढथऎॊेअपखथँऑॊऒधऋਏऩৃ়ुऊऩॉँॊ؛
 ञऽढथःॊীᆌमङखुཡभ্ऊैऋढथऎॊᮽटऐदमऩऎؚभनऊै
ਞଵपৣॉथःढञقෙᚢऔोञكᏹัदँॊऒधऋऎؚ࿀ᅑभऒधुँॊ؛ख
ञऋढथؚਞଵજ৫ऊैभลਬ॑ਈ৵पदऌॊेअपघॊञीपमؚᏹัभෙ
ᚢषभৌੁؚ࿀भীᆌषभৌੁిقજऩ࿀ᒷลਬؚ࿀ীᆌ॑औचॊृ
࿀ᒷॣ়॔॑كॎचथষअऒधऋਏ؛
 ลਬॳগشঈ॑োोॊশऔ॑खढऊॉનੳखथஹॊऒधऋਏ

あらかじめネブライザーなどで痰が出やすくし
ておくことも重要です。 初めに呼気介助を行い、
痰が気管支や気管下部から気管カニューレ内ま
で上がってくるようにしてから吸引することが必

喘鳴がなくても、 SpO2 が低下している時にはその原因が痰がたまっ
ているためであり吸引が必要なこともあります。

要な場合もあります。 このようなケースでは呼

気管にたまっている分泌物は必ずしも肺の方から上がってくる痰だけ

気介助の方法を看護師や介助スタッフが習得し

ではなく、 のどから気管に下りていった （誤嚥された） 唾液であること

ておくことが望ましく、 呼気介助などで痰が上

が多く、 鼻汁のこともあります。 したがって、 気管切開部からの吸引を

がりやすいようなかかわりを行いながら、 看護

最小限にできるようにするためには、 唾液の誤嚥への対策、 鼻の分泌

師が気管カニューレより先までも含めて吸引を

物への対策を合わせて行うことが重要です。

行うという連携も望ましいものです。

73

医療的ケア児の看護ケアの実際

２- ２

●気管切開部からの吸引が、 有効でかつ安全で
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圧－陰圧排痰補助装置は、 器械によって陽圧を

けて、 痰を引く器械です。 マスクを通しての使用が可能で、 非侵襲的

●吸引が気管カニューレ内か、 気管カニューレよ
りかなり奥まで入れるかにより、 質的な違いが
あり、 手技は異なります。 気管カニューレ内の
吸引は気管粘膜を損傷するリスクがありません
ので、 看護師が行う場合も、 基本的には気管カ
ニューレ内の吸引で済ませることが望ましいと言
えます。
気管カニューレ内の吸引では、 初めから吸引
圧をかけて、 気管カニューレ内に上がってきて
いる痰を手前から吸引していくのが合理的です。
吸引圧は 20kPa （150mmHg) が原則ですが、
痰が粘稠な時などは、 圧を上げて、 気管カニュー
レの内壁に付着している痰をしっかりと吸引する

ਞଵढ़ॽগشঞऊैभ়৶ऩลਬभ੦ম ڭ
• ลਬॳগشঈ॑োोॊిਫऩऔ
قশऔك
॑شॣؚ५पৠीॊ
• জ५ॡभऩःลਬमਞଵढ़ॽগشঞ
• ਞଵढ़ॽগشঞऊؚਞଵढ़ॽগشঞेॉऊऩॉൔऽदোोॊऊ
पेॉؚସऩୀःऋँॉૼুؚम౮ऩॊ
ਞଵढ़ॽগشঞभลਬ
• ੂीऊैลਬಓ॑ऊऐऩऋैลਬ
• ลਬಓमۚ3D Pۜ+J ॑ਉಋधघॊऋؚའᱞऩᮽऋँ
ॊৃ়ऩनपेؚॉৈःಓदभลਬ॑ંऔोथःॊऒधऋँ
ॊ
• ᙺृ6S2 ৣऋऩऎथुਞଵढ़ॽগشঞपᮽऋહାख
थःॊऒधऋँॊभदؚৎदลਬघॊभऋનৰ
ਞଵढ़ॽগشঞेॉൔभਞଵभลਬ
• ลਬಓमN3D PP+J ऋ੦ম
• ਞଵढ़ॽগشঞभഈभ૾ऋेॉ৸दໞैऊः౫ସभลਬॳগشঈ॑ઞ৷
• ँैऊगीৠीथँॊऔऽदዠোखथऊैลਬಓ॑ऊऐॊ
• ਞଵীวઉऽदभลਬपऩॊसऎधनीॊ

ようにことが必要なため、 より高い圧での吸引
を医師から指示されていることもあります。 こ

に行いますが、 気管カニューレ内の吸引は本人への刺激はありません

の場合も 40 ｋ Pa までに留めます。

ので、 気管カニューレへの痰の多量のたまりや痰づまりを防ぐために定

第Ⅳ章

粘稠な痰が、 気管カニューレの内壁に付着し

時の吸引をしておくと安心です。 ゼロゼロやゼコゼコや SpO2 低下がな

たままでいて、 その量が多いと気管カニューレ

くても、 車での移動の前に気管カニューレ内をしっかり吸引しておくこと

が詰まり急に呼吸が悪化することがありますの

により、 移動中に気管カニューレに痰がたまり呼吸が苦しくなる確率を

で、 このような可能性を防ぐためには、 高めの

減らすこともできます。

圧でしっかりと、 また、 定時に、 吸引しておくこ
医療的ケア児の看護ケアの実際

とが大事です。

一 方、 気 管 カ ニ ュ ー レ よ り 奥 の 気 管 か ら の 吸 引 で は、 吸 引 圧 は
20kPa （150mmHg) とするのが基本です。 先端の形状がより安全で

鼻や口からの吸引の場合は、 吸引チューブを

軟らかい材質の吸引チューブを使用するのが望ましく、 あらかじめ決め

挿入される本人への刺激もありますので基本的

てある深さまで挿入してから吸引圧をかけて吸引を行います。 この場

には、 ゼロゼロやゼコゼコなどの喘鳴がある時

合も、 気管分岐部直前までの吸引になるべく留めるようにします。

●教職員や介護職員が吸引できる部位は、 気管
カニューレ内と限定されています。
看護師が行う場合も吸引は気管カニューレ内
だけにすることが気管粘膜の損傷を防ぐために

गரథधশऔभਞଵढ़ॽগشঞ
قমযपઞढञଽःਞଵढ़ॽগشঞك
पลਬॳগش
ঈ॑োोथؚਞଵढ़ॽগشঞোઠऊैഈऽदभลਬॳগشঈभোॊশऔ॑ৰ
खथउऎ؛

は安全です。

⋇ऒभশऔपఅਙঐ४ॵॡऩनदഀ॑હ
ऐथउऎ

気管カニューレの先端を越えて奥まで吸引
チューブを挿入しないように、 注意と手順が必
要です。
このためには、 まず、 本人が使用しているの
と同じ種類とサイズの気管カニューレ （本人に

ลਬছॖথ

१ॖॻॳগشঈ

ลਬਜ਼
ਞଵढ़ॽগشঞ

使った古い気管カニューレ） に実際に吸引チュー
ブを入れて、 気管カニューレ入口から先端まで
の吸引チューブの入る長さを実測しておくことが
必要です。 そして、
①この長さに油性マジックなどで印を付けてお
く
②目盛り付の吸引チューブを使用しこの長さを
確認できるようにする

⋈৯ాॉહभลਬॳগشঈ॑ઞ৷खऒभ
শऔ॑નੳदऌॊेअपघॊ
⋉ऒभশऔपજढञढ़ছشॸشউ॑ลਬ
ஓपቦढथउऌजोध়ॎचॊऒधद
ૠभশऔ॑ஹॊ
ऩनपेॉిؚਫऩশऔقऔكदลਬ
दऌॊेअपघॊ

ஂ૧৩ಉऋลਬदऌॊਜ਼मؚ
ਞଵढ़ॽগشঞध
ลਬছॖথق१ॖॻॳগشঈكऋणःथःॊਞଵढ़ॽগشঞभৃ়मؚਞଵढ़ॽগشঞभล
ਬपؚลਬஓभமਢଵध१ॖॻॳগشঈ॑णऩऍؚ१ॖॻॳগشঈऊैुลਬघॊ؛ऒभৃ
়ुลਬಓऋਘऎऩॉૌऍऩःेअपିਔघॊ؛

ておきそれと合わせることで規定の長さを守る
などにより、 適正な長さ （深さ） で吸引できるようにします。
なお気管カニューレでサイドチューブがついている場合、 サイドチュー
ブからの吸引も安全に行える部位と考えられます。

③この長さに切ったカラーテープを吸引器に貼っ
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●気管カニューレを挿入している子どもは、 気
管切開孔周囲に、 肉芽といって、 赤茶色の軟ら
かい組織が盛り上がってくることがありますが、
場合によっては気管カニューレ先端が気管粘膜

ਞଵभ࿈ਛ
ਞଵढ़ॽগشঞभரథؚ
ਞଵधभৼৌਜ਼઼दؚ
࿈ऋਛखृघःৃ়ुँॊ

を刺激して、 気管粘膜にも肉芽を形成すること

ਞଵढ़ॽগشঞ

もあります。
吸引チューブの刺激によって、 気管粘膜の損
傷や出血がおこることがあり、 出血はしなくて
も気管粘膜の浮腫がくることもあります。 また、

ลਬॳগشঈ

これらが繰り返すことにより肉芽を生ずることが

࿈

あります。 肉芽ができている部分に吸引チュー
ブが当たると、 出血したり、 肉芽をさらに悪化
させます。

ਞଵढ़ॽগشঞഈऋਊञॊधऒौपदऌृघः

ਞଵढ़ॽগشঞेॉऽदभลਬऋਏऩৃ়पमؚऩଳྰਫ਼ਪदؚऒभ
ेअऩ࿈ऋदऌथःऩःऊऩन॑નੳघॊऒधऋऽखः

し た が っ て、 吸 引 チ ュ ー ブ の 先 端 は 気 管 カ
ニューレ内をこえたり、 直接気管粘膜にふれるこ

とがないようにするのが基本です。
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●対象となる子どもによっては、 気管カニューレ
の先端から、 0.5 ～１cm くらい先までのところ
に痰がたまりやすく、 看護師がそこまで吸引す
ることが必要な場合もあります。
肉芽などの問題がなければ、 医師の指示により、
20kPa より高い圧で吸引することが必要な場合
もあります。
しかし、 このスライドのシミュレーション写真

गரథधশऔभਞଵढ़ॽগ شঞقমযपઞढञଽःਞଵढ़ॽগشঞ كपลਬ
ॳগشঈ॑োोथؚਞଵढ़ॽগشঞোઠऊैഈऽदभลਬॳগشঈभোॊশऔ
॑ৰखथउऎ؛
জ५ॡभऩःลਬमऒभশऔقऔكऽदट
ऋؚਞଵढ़ॽগشঞഈेॉखपँॊী
ᆌ॑થपลਬघॊञीपमؚऒभশऔٔ
عFPधखथउऎऒधऋਏऩॣش५
ुँॊ؛
खऊखؚजभৃ়ؚลਬॳগشঈभഈऋਞ
ଵقكपਊञॊ૭ચਙँॉ؛

にあるように、 吸引チューブが気管カニューレの

ลਬॳগشঈഈऎप࿈ृᒡऋँॊৃ
়मؚඦपਖ਼घॊ؛

先端から出ると、 気管の後壁に当たる可能性が

ऒभ૭ચਙऋँॊৃ়मؚऩଳྰਫ਼
ਪऋਏ؛

あります。
前のスライドのように気管内に肉芽ができて

ลਬಓमN3Dऋ੦মटऋؚ࿈ऩनभ
ਖऋऩऐोयؚୢపभંपेॉN3Dे
ॉৈःಓदลਬघॊऒधऋਏऩৃ়ुँॊ؛

ਞଵढ़ॽগشঞधลਬॳগشঈभঢ়બभ३
গঞش३ঙথઌ

いる場合には、 その肉芽に吸引チューブが当た
り、 出血を生じたり、 肉芽をさらに大きくしてし

が必要な子どもでは、 定期的な内視鏡検査により、 このような問題に

まうことがあります。

ついての心配がないかを確認してもらうことが大事です。

したがって、 気管カニューレより奥までの吸引

●気管カニューレよりかなり奥までの吸引が必
要な子どももいます。 その場合でも、 気管分岐
部に吸引チューブが当たり出血するのを防ぐた

ลਬॳগشঈपेॊਞଵীวলഷ

め、 気管分岐部の手前までの吸引に留めるのが

ਞଵীวभ
ᳫᬢؚলഷ

望ましいことです。
このためには、 気管カニューレ入り口から気
管分岐部までの長さを確認しておくことが必要
です。 内視鏡を気管分岐部の直前まで進めて長
さを測ることもありますが、 X 線撮影で気管カ
ニューレから気管分岐部までの間隔を確認する
こともできます。 旧式の X 線装置ではこのスラ
イドのように、 比較のための 10cm のワイヤー
を胸に貼って撮影し、 計算します。

ਞଵীว
ลਬॳগشঈ॑ਞଵढ़ॽগشঞेॉൔऽदোोथभ
ลਬऋਏऩदुؚਞଵীวपลਬॳগشঈऋ
ਊञॊभ॑ೂऐॊञीؚਞଵढ़ॽগشঞোॉઠऊै
ਞଵীวऽदभশऔ॑ෞ;ਫ਼ਪदཔखथउ
ऌؚजभ೧भลਬपीॊभऋऽखः؛
ลਬॳগشঈमभீःໞैऊःॿছॺথॳগشঈ
दؚಓमीपਝ
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FP
ডॖখش
FP

FP


F
ਞଵীว
P

ลਬॳগشঈ॑ਞଵढ़ॽগشঞ
भഈऊै FPਰ োोॊ
धীวपਊञॊ૭ચਙँॉ

医療的ケア児の看護ケアの実際

この場合も吸引圧は 20kPa が基本ですが、

ਞଵढ़ॽগشঞऊैभ়৶ऩลਬभ੦ম 

●今まで説明してきたことも含め、 気管切開部
からの吸引の実際的な注意を、 このスライドに
まとめました。
気管カニューレへの痰の多量のたまりや痰
づまりを防ぐために、 ゼロゼロやゼコゼコや、
SpO2 低下がなくても、 定時で吸引することが
大事です。 車などでの移動の前に気管カニュー
レ内をしっかり吸引しておくことにより、 移動中
に気管カニューレに痰がたまり呼吸が苦しくなる
確率を減らすことができます。
状態によっては、 吸引の前や後に、 バギング
が必要な場合もあります。 バギングについては、
後で説明します。
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２- ２- １

ਞଵढ़ॽগشঞऊैभลਬभৰऩିਔਡ
y ਞଵढ़ॽগشঞभपীᆌमᆙऽॉृघः
ڀਞଵढ़ॽগشঞഈऊैعFPங২ऎลਬघॊधટ
ഈऊैप࿈ृᳫᬢऋऩःऊનੳभदষअ
y ਞଵढ़ॽগشঞमᮽऋऒलॉणऌृघः
ਞଵढ़ॽগشঞᒷऋᮽदᒡऩःखम൷ኋघॊऒधऋँॊ؛
ऒभଆૃभञीपؚৎदभਞଵढ़ॽগشঞลਬ ਏपेॉৈीभಓद ॑
ষअ
ق८॥८॥ؚ८ট८টऋऩऎथुؚਞଵढ़ॽগشঞपᮽऋહାखथःॊऒ
धऋँॊ ڀৎदभลਬऋਏك
ःकधःअधऌमਞଵढ़ॽগشঞ௷ு
y ลਬभभংॠথॢऋટ
ڀਞଵ੍॑ઁऑ૬ਞभो॑ॊऒधदᮽऋखृघऎऩॊ؛
ᮽऋऋढथऎॊ
ᮽ॑खऽऩःेअपॅढऎॉीपؚ॔থঅগشংॵॢ॑घ

y ลਬभংॠথॢुથ৷
ڀลਬभྔಓपेढथ༘खञଜᎇभਞଵ੍॑ఁऑॊऒधदؚఌਞ૾ଙ॑ଫ
ऎ୮घॊऒधऋदऌॊ

気管カニューレまたは切開部からの吸引の手順

●まず、 気管カニューレが、 のどに開けられた
気管切開部から、 気管内に挿入されている状態
をイメージしましょう。 気管カニューレにはカフ

医療的ケア児の看護ケアの実際

無しとカフ付があり、 カフ付では気管カニューレ

ਞଵજ৫भଡୗ
ਞଵढ़ॽগشঞऋؚਞଵજ৫ऊैዠোऔोथःॊ૾ଙ॑ॖওش४घॊ

先端にカフという柔らかい風船がついており、 こ
れを膨らませるためのチューブが付いています。
また最近は、 このカフの上部に溜まった分泌物

⇛⇊⇯⇧∋∞⇼

を吸引することができるサイドチューブが付いて
いるものがよく使用されています。
担当する児童 ・ 生徒が使用している気管カ

ൢሥ⇑⇱∋∞−
ϋԈࡽ

⇛⇊⇯⇧∋∞⇼ⅺ↸⅚
⇑⇻ɥᢿ↚ใ↭→
Ўඣཋ⇁Ԉࡽ

ニューレのタイプを、 知っておくことも重要です。
ɦൢᢊⅺ↸Ј↕
ⅼၝ

気管カニューレから吸引されるものは、 図の
ように下気道 （気管 ・ 気管支） から上がってき
た痰である場合と、 鼻・口・のどから下りてきて、
気管カニューレと気管の壁の間の隙間から気管

の中にたれ込んできた唾液や分泌物です。

●皆さんに吸引していただく部位は、 この気管
カニューレ内部で、 気管カニューレの先端から、
気管カニューレ内部に入ってきた喀痰を吸引しま

ลਬघॊਜ਼
औ॒पลਬखथःञटऎਜ਼म

す。 なお、 サイドチューブが付いたタイプの気管
カニューレでは、 気管カニューレ内の吸引の前後
で、 サイドチューブからの吸引を行うことがあり
ます。

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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●気管カニューレの主な種類としては、 ここに示
すようなものがあります。
①は、 サイドチューブやカフエアチューブがつ

ਞଵढ़ॽগشঞभரథ

いている気管カニューレです。
⋇

②は、 気管カニューレ内に吸引カテーテルを

⋈

ढ़ইभഈऊै
भลਬभছॖথ

挿入しなくてもよい内方吸引チューブが内蔵さ
れている気管カニューレです。
ढ़ইभऊैभ
ลਬभছॖথ

③はカフのついていない気管カニューレで、
嚥下機能がよく、 誤嚥の心配のない人が使用し

⋉

⋊

⋋

ている場合があります。
④はスピーチカニューレと呼ばれるもので、 嚥
下も良好で、 言葉も出せる人が使用している場

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

合があります。
⑤は、 気管切開孔の閉塞を防ぎ、 気道を確保
対象者によって気管カニューレの種類は違いますので、 実地研修の

る器具で、 嚥下も言葉の機能も良好で、 ただ空

際は、 実際に対象者が使用している気管カニューレでの手技を修得しま

気の通り道を確保するために気管切開を行った

しょう。

第Ⅳ章

し、 喀痰の吸引もできる 「レティナ」 と呼ばれ

人が装着している場合があります。

●まず、 実施準備を行います。
式手指消毒剤での消毒も可能ですが、 流水で洗

ৰَ؟धલऐُ॒पेॊ
ুຸःؚંછभનੳؚ৬৹भનੳ

える環境にある場合には流水で洗うほうを優先
させます。

ٳधલऐ॒पेॊুຸः॑ੋऽचथउऎ

また、 指示書を確認しておきます。

ٳંછ॑નੳघॊ

さらに、 対象者本人や記録から、 体調を確認

ٳ৬৹॑નੳघॊ

します。

ٳਞଵढ़ॽগشঞधଡ଼ऊैभ॥ॿॡॱشभಕঔऋ॒दँ
ॊৃ়मऺनःथउऌؚख॥ॿॡॱ॑شीथउःथुଐः؛

気管カニューレと、 回路からのコネクターに固
定ヒモが結んである場合はほどいておき、 少し

ऒऒऽदम॔ॣؚभपੋऽचथउऌऽघ

コネクターを緩めておいても良いでしょう。
ここまでは、 ケアの前に済ませておきます。

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

●手順① 対象児の同意を得る。
対象児に対し、 「痰がゴロゴロいっているので、
吸引してもよろしいでしょうか」 などと説明し、
対象児の同意を得ます。

ুದ⋇ৌుभਔ॑੭ॊ
ٳลਬभਏਙ॑ହखؚ
ৌుभਔ॑੭ॊ؛

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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医療的ケア児の看護ケアの実際

流水と石けんで手洗いを行います。 速乾性擦

●手順② 環境を整え、 気管カニューレ周囲を観
察する。
吸引の環境を整えます。 また、 効果的に喀痰

ুದ⋈୭॑ତइؚਞଵढ़ॽগشঞఢ೧॑௴घॊ

を吸引できる体位に調整します。

ٳลਬभ୭॑ତइॊ؛

気管カニューレの周囲の喀痰の吹き出し、 皮

ٳટपᙴᮽ॑ลਬदऌॊ৬ਜ਼प৹ତघॊ؛

膚の状態、 固定のゆるみ、 喀痰の貯留を示す呼

ٳਞଵढ़ॽগشঞभఢ೧ؚಕ૾ଙलᙴᮽभฅ॑ંघ
ళลఠभથ૮॑௴घॊ؛

吸音の有無などを観察します。

第Ⅳ章

●手順③ 手洗いをする。
両手を洗います。 流水と石けんによる手洗い、
あるいは、 速乾性擦式手指消毒剤による手洗い

ুದ⋉ুຸः॑घॊ

医療的ケア児の看護ケアの実際

をします。

ٳधલऐ॒पेॊুຸःँؚॊःमؚ
சਙႆૄুදपेॊুຸः॑घॊ؛

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

●単回使用の場合の手順④ 吸引チューブを取り
出す。
吸引チューブを不潔にならないように取り出し
ます。 清潔な使い捨て手袋をする前に
１． 吸引チューブの包装紙を少し開き
２． 不潔にならないように吸引台に置きます。

ٛઞ৷ٜুದ⋊ลਬॳগشঈ॑ॉলघ
ٳลਬॳগشঈ॑ਂၷपऩैऩःेअपॉলघ؛

⋇

⋈

⋉

３． 清潔手順で使い捨て手袋をつけます。
４． 非利き手で２． の吸引チューブを持ちます。
５． 利き手で、 清潔に吸引チューブを取り出しま

⋊

す。

⋋

なお、 利き手のみに手袋をする場合の手順と
なります。
ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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●乾燥法の場合の手順④ 吸引チューブを取り出
す。
まず、 使い捨て手袋をします。 場合によって

ٛᄩ১ٜুದ⋊ลਬॳগشঈ॑ॉলघ

はセッシを持ちます。
非利き手で吸引チューブを保管容器から取り
出します。 非利き手から、 利き手で吸引チュー
ブの接続部を持ちます。
気管カニューレ内吸引は、 口腔内 ・ 鼻腔内吸
引に比べて清潔な操作が求められるため、 吸引
チューブ先端には触らず、 また先端を周囲のも
のにぶつけて不潔にならないよう十分注意しま

ٳઞःຽथুฦ॑घॊ ٳ؛శ ਹ ऌ ু द  ؚล ਬ  ٳశ ਹ ऌ ু ऊ ै  ؚਹ ऌ
ॳগشঈ॑৳ଵઍஓ
ুदลਬॳগشঈभ
ৃ়पेढथम७ॵ
ऊैॉলघ؛
மਢ॑ण؛
३॑ण؛

す。
なお、 利き手のみに手袋をする場合は、 同様

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

の手順で吸引チューブを取り出すか、 利き手で
直接、 清潔に吸引チューブを取り出します。

第Ⅳ章

●次に、 両手を洗って、 利き手に使い捨て手袋
（薄いポリエチレン製） をします。 なお、 清潔な
セッシを手洗いした手でもって操作しても結構

ၷऩ७ॵ३قআথ७ॵॺຸু॑كःखञুदथඝख
थुଡदघ

●手順⑤ 吸引チューブを接続する。
吸引チューブを吸引器に接続した接続管につ
なげます。 接続する際に、 両手が接触しないよ
うに注意が必要です。

ুದ⋋ลਬॳগشঈ॑மਢघॊ
ٳลਬॳগشঈ॑ลਬஓप৴खञமਢଵपणऩऑॊ؛

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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医療的ケア児の看護ケアの実際

ুຸ॑ढथؚਹऌুपઞःຽथুฦ॑खऽघ

です。

●手順⑥ 吸引器のスイッチを入れる。
吸引チューブを直接手で操作する場合は、 先
端から約 10cm くらいの所を、 親指、 人差し指、
中指の 3 本でペンを持つように握ります。 その

ুದ⋌ลਬஓभ५ॖॵॳ॑োोॊ
ٳశਹऌুदؚลਬஓभ५ॖॵॳ॑घ؛

状態で、 吸引チューブ先端を周囲の物に触れさ
せないようにしながら、 反対の手、 すなわち非
利き手で吸引器のスイッチを押します。

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

第Ⅳ章

●手順⑦ 吸引圧を確認する。
非利き手の親指で吸引チューブの根元を塞
ぎ、 吸引圧が、 20kPa （キロパスカル） 以下

医療的ケア児の看護ケアの実際

であることを確認します。
この間も、 吸引チューブ先端が周囲のものに

ুದ⋍ลਬಓ॑નੳघॊ
ٳశਹऌুभदลਬॳগشঈभஉ੪॑ኋऍؚลਬಓऋؚN3Dਰৣदँ
ॊऒध॑નੳघॊ؛जोਰभৃ়ؚಓ৹ତॶঐद৹ତघॊ؛

絶対に触れないように注意します。
なお、 吸引を数回にわけて行うことがありま
すが、 吸引圧の確認は毎回の吸引毎に行う必要
はありません。
ลਬॳগشঈ
உ੪॑दኋए

N3Dਰৣ
दँॊऒध॑નੳ

پऒभઌमँऎऽदুૼभॖওش४दँॉؚৰभಆृৰଢ଼ఊؚਠৃदमুฦ॑ା৷खऽघ؛
ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

●乾燥法の場合の手順⑧ 吸引チューブを洗浄
する。
吸引チューブと接続管の内腔を洗浄水等で洗

ুದ⋎ᄩ১भৃ়भा

い流し、吸引チューブの先端の水をよく切ります。

پઞ৷भৃ়मুದ⋏ष

ٳลਬॳগشঈधமਢଵभᒷ
ຸཱི॑ಉदຸःघ؛

その後、 吸引チューブの外側を、 アルコール
綿で先端に向かって拭きとります。

ٳลਬॳগشঈभഈभ॑े
ऎજॊ؛

ただし、 洗浄水等が、 滅菌水や煮沸した水道
水、 蒸留水の場合は、 アルコール綿で拭きとる

ٳลਬॳগشঈभਗડؚ॑॔ঝ
॥شঝदഈपऊढथሁ
ऌधॊ؛

手順は省くこともあります。
なお、 単回使用の場合は、 手順⑧は必要あり
ません。

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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●手順⑨ 吸引開始の声かけをする。
吸引の前に、 「○○さん、 今から気管カニュー
レ内部の吸引をしてもよろしいですか」 と、 必
ず声をかけ、 対象児の同意を得ます。

ুದ⋏ลਬ৫भଢऊऐ॑घॊ
َٳ০ऊैลਬखथुेौखःदघऊُءधଢ॑ऊऐॊ؛

たとえ、 対象児が返事をできない場合や、 意
ٳٳऔؚ॒
০ऊैਞଵढ़ॽগش
ঞभลਬ॑खथ
ुेؚौखःदघऊء

識障害がある場合でも同様にしてください。

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

第Ⅳ章

●気管カニューレ内吸引では、 口腔内 ・ 鼻腔内
吸引と異なり、 無菌的な操作が要求されるので、
滅菌された吸引チューブの先端約 10cm の部位

ลਬॳগشঈඞःभିਔਡ

うに、 注意して下さい。

चढऊऎຑ༳औोञล
ਬॳগشঈभഈ৺
FP भ  ਜ਼ म ዠ ো 
पؚभஓपബৌप
ඡोऔचऩः؛

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

●手順⑩ 気管カニューレ内部を吸引する。
初めから陰圧をかけて喀痰を引きながら挿入
し、 そのまま陰圧をかけて引き抜きながら吸引
します。 吸引チューブを引き抜く時、 こよりをひ
ねるように、 左右に回転させたりしてもよいで

ুದ⋐ਞଵढ़ॽগشঞ॑ลਬघॊ
ੂٳीऊैྔಓ॑ऊऐथᙴᮽ॑ਬऌऩऋैዠোखؚजभऽऽྔಓ॑ऊऐथਬ
ऌ௷ऌऩऋैลਬघॊ؛

しょう。

ڭभลਬमଧਰद؛
खऊखলਟॊटऐਈಢৎ
द૨ेऎষअ؛

1 回の吸引時間は、 10 秒以内です。 息苦し
さは大丈夫かどうかなど、 表情などを観察し、
できるだけ短い時間で行いましょう。

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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は、 挿入前に他の器物に絶対に触れさせないよ

●吸引チューブを入れすぎないようにするため
には、 吸引前に吸引チューブを気管カニューレに
通してみて、 気管カニュ－レ内腔の長さ （６cm

ਞଵढ़ॽগشঞᒷभশऔ॑નੳखथउऎ
ٳลਬॳগشঈ॑ਞଵढ़ॽগشঞ
पৢखथाथؚਞଵढ़ॽগشঞ
ᒷभশऔ॑નੳखथउऎ؛

～ 8cm 程度） を確認しておくとよいでしょう。
吸引の時、 その長さだけ気管カニューレ内に挿
入すればよいわけです。
対象児が使用している気管カニューレで確認
しておくと良いでしょう。

ൢሥǫȋȥȸȬϋ
ᏸƴႻ࢘Ƣǔᧈƞ

پऒभઌमँऎऽदুૼभॖওش४दँॉؚৰभಆृৰଢ଼ఊؚ
ਠৃदमুฦ॑ା৷खऽघ؛
ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

第Ⅳ章

●吸引チューブを気管カニューレの先端を越え
て深く挿入することは、 絶対にさけてください。
吸引チューブが深く入りすぎて、 吸引チューブが

ลਬॳগشঈभোोघऍपିਔ

医療的ケア児の看護ケアの実際

気管の粘膜に接触すると、 通常強い咳が誘発さ
れます。

●手順⑪ 確認の声かけをする。
吸引が終わったら、 対象児に声をかけ、 吸引
が十分であったかどうか、 再度吸引が必要かど
うかを確認します。

ুದ⋑નੳभଢऊऐ॑घॊ
ٳৌుपؚลਬऋીॎढञऒध॑ઔऑؚᙴᮽऋधॉજोञऊ॑નੳघॊ؛
ٳٳऔؚ॒
ลਬऋીॎॉऽखञ؛
ुअ২ؚลਬखऽ
खॆअऊء

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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●手順⑫ 吸引チューブを洗浄する。
吸引が終わったら、 吸引チューブの外側をア
ルコール綿 （もしくは、 拭き綿） で拭きとり、 次

ুದ⋒ลਬॳগشঈຸཱི॑घॊ

に吸引チューブと接続管の内腔を、 洗浄水等で

ٳลਬॳগشঈभਗડ॑॔ঝ
॥شঝदؚഈपऊढथ
ሁऌधॊ؛

洗い流します。

ٳลਬॳগشঈधமਢଵभᒷ
ຸཱི॑ಉदຸःघ؛

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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●手順⑬ 吸引器のスイッチを切る。
吸引チューブを持つ手とは反対の手、 すなわ
ち非利き手で、 吸引器の電源スイッチを切りま

ٳశਹऌুदؚลਬஓभ५ॖॵॳ॑જॊ؛

医療的ケア児の看護ケアの実際

す。

ুದ⋓ลਬஓभ५ॖॵॳ॑જॊ

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

●単回使用の場合の手順⑭ 吸引チューブを破
棄する。
吸引チューブを接続管からはずし、 破棄しま

ٛઞ৷ٜুದ⋔ลਬॳগشঈ॑ಣघॊ

す。
なお、 気管カニューレ内吸引の場合、 吸引
チューブは基本的には単回使用ですが、 気管カ
ニューレ内吸引後に、 続けて口腔内もしくは鼻腔
内の吸引を行う場合は、 吸引チューブの周囲を
アルコール綿で拭いて、 口腔内や鼻腔内吸引に
用いても構いません。 ただし、 その逆は絶対に

ٳลਬॳগشঈ॑மਢଵऊैमङखؚಣघॊ
ऩउؚਞଵढ़ॽগشঞลਬपઞ৷खञลਬॳগشঈमؚఢ
೧॑॔ঝ॥شঝदሁःथؚઠᒷृ࿀ᒷลਬप৷ःथु
ଡदघऋؚजभಗमബৌपखऩःदৣऔः؛

してはいけません。

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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●乾燥法の場合の手順⑭ 吸引チューブを保管
容器に戻す。
吸引チューブを接続管からはずし、 衛生的に
保管容器に戻します。

ٛᄩ১ٜুದ⋔ลਬॳগشঈ॑৳ଵઍஓपರघ
ٳลਬॳগشঈ॑மਢଵऊैमङखؚୋেप৳ଵઍஓपರघ؛

第Ⅳ章

●手順⑮ 対象児への確認、 体位 ・ 環境の調整
手袋をはずし、 セッシを使用した場合は元に
戻します。 対象児に吸引が終わったことを告げ、

医療的ケア児の看護ケアの実際

喀痰がとり切れたかを確認します。
その後、 安楽な姿勢に整え、 環境の調整を行
います。

ুದ⋕ৌుषभનੳؚ৬ਜ਼؞୭भ৹ତ
ুٳฦ॑मङघ؛७ॵ३॑੪पರघ؛
ٳৌుपลਬऋીॎढञऒध॑ઔऑؚᙴᮽऋधॉજोञऊ॑
નੳघॊ؛
ٳ৬ਜ਼ृ୭॑ତइॊ؛

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

●手順⑯ 対象児を観察する。
対象児の顔色、 呼吸状態、 吸引物の量や性状、
気管カニューレ周囲の喀痰の吹き出し、 皮膚の
状態、 固定のゆるみなどを観察します。
これ以降は、 口腔内 ・ 鼻腔内吸引の手順 16

ুದ⋖ৌు॑௴घॊ
ٳৌుभ౿౦ؚళล૾ଙؚลਬभृਙ૾ؚਞଵढ़ॽগش
ঞभఢ೧ृಕ૾யಉ॑௴घॊ؛

「『流水と石けん』による手洗い」以降と同じです。

پऒोਰఋमؚઠᒷ؞࿀ᒷลਬभুದ⋖
َِधલऐّ॒पेॊুຸः॑घॊُ
ਰఋध

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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● 1 回の吸引時間は、 15 秒以内で終わるよう
にしますが、 痰が多い場合などで一度で取りき
れないときは、 吸引を一旦やめて、 呼吸が整っ
てから、 再度行うようにします。
吸引中に引ける吸引チューブ内の痰の色や、
吸引びんにたまった痰の量や性状、 色を観察し、

ਞଵढ़ॽগشঞลਬभুದभ୯ਸহඨ
ٲदਬऌऌोऩःेअदँोयؚऒभুದ॑ॉନघ
ৌుभ়

ลਬৎभᮽभ

先に説明したような異常があれば、 看護師や医

ళลఠ

ৌుभੲ

師に連絡しましょう。

ٲลਬऔोञীᆌभؚ
ਙ૾॑ਞपखऽखॆअ؛

ᮽऋ
ऊञः؞؞

ऋःणु
ेॉः؞؞

ীਂଌء

ഉءᮽभ౦मء

第Ⅳ章

●吸引が終了したら、 片づけを行います。
片づけは、 次回の使用がすぐにでき、 対象児
を待たせずに清潔にケアを行えるよう、 きちん
と行いましょう。
は、 つぎ足すのではなく、 交換しておきましょう。
アルコール綿なども補充しておきましょう。
吸引では、 ベット周囲に吸引チューブの水滴や
分泌物などで汚染しがちです。 もう一度周囲を
見て、 これらのものをふき取っておきましょう。
吸引された分泌物や消毒剤、 水は、 吸引びん
にたまります。 上方までたまると、 吸引器に逆

ٲઃभઞ৷ऋघएपदऌॊेअपତइथउऎ
؞දृຸཱི৷भقؚຑ༳ಖଲऩनكमؚଋ
ऋऩःधऌपमઐఌघॊ؛
णऍଌऔऩः
ୄञचङपॣ॔
॔؞ঝ॥شঝऩनभଓౄ

दऌॊेअप

؞ఢ೧पఄलങढञᅙؚ
ীᆌऩन॑ሁऎ

ഉଆૃآ

؞ลਬल॒भൾั॑ຽथॊ٫प
ऩॊपुؚखऎमप؛

流したり、 吸引できなくなりますので、 ある程
度たまったら捨てるようにしましょう。
捨てる場所は、 在宅の場合トイレなどの下水

きましょう。

道に流すのが一般的ですが、 事前に確認してお

２- ３

気管カニューレ内吸引（侵襲的人工呼吸療法）の手順

●次は、 侵襲的人工呼吸療法を行っている対象
児に対して行う気管カニューレ内吸引の手順で
す。 ここでも、 単回使用を基本としつつ、 乾燥
法で吸引カテーテルを再使用する場合の手順も
あわせて説明します。

ਞଵढ़ॽগشঞลਬ

قযੵళล১كभুದ
قઞ৷भৃ়ؚᄩ১भৃ়ك
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消毒剤や洗浄用の水の残量が少ないときに

ลਬभൺतऐ

●気管切開での人工呼吸器を使用している対象
児の場合、 この絵のような状態になっています。
したがって、 気管カニューレ内吸引を行う場合、
まずフレキシブルチューブのコネクターを気管カ
ニューレからはずす必要があります。

ਞଵજ৫दभযੵళลஓभลਬभএॖথॺ
ਞଵજ৫दभযੵళลஓઞ৷भ૾ଙ
ইঞय़३ঈ
ঝॳগشঈ

॥ॿॡॱش

ਞଵढ़
ॽগشঞ

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

第Ⅳ章

●人工呼吸器を使用している対象児の気管カ
ニューレ内吸引の時に、 気管カニューレからとり
はずさなければならない人工呼吸器側の部品
を、 フレキシブルチューブと呼びます。 フレック

ইঞय़३ঈঝॳগشঈ
ইঞॵॡ५ॳগشঈؚ
ढ़ॸॸشঝঐक़থॺऩनधुళयोथःॊ

医療的ケア児の看護ケアの実際

スチューブ、 カテーテルマウントとも呼ばれてい
る部品です。 フレキシブルチューブの先端の気
管カニューレとの接続部位をコネクターと呼びま
す。

॥ॿॡॱش

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

●手順① 「対象児の同意を得る」 ～手順⑨ 「吸
引開始の声かけをする」 は、通常の気管カニュー
レ内吸引と同じ手順となります。
手順⑩ コネクターをはずす。
人工呼吸器から空気が送り込まれ、 胸が盛り
上がるのを確認後、 フレキシブルチューブのコ
ネクターを気管カニューレからはずします。 この

ুದ⋐॥ॿॡॱ॑شਗघ
ুپದ⋇َৌుभਔ॑੭ॊَُ⋏عลਬ৫भଢऊऐ॑घ
ॊُमؚਞଵढ़ॽগشঞลਬध؛

ٳযੵళลஓऊै૬ਞऋଛॉऽोؚऋాॉऋॊभ॑નੳ
ؚইঞय़३ঈঝॳগشঈभ॥ॿॡॱ॑شਞଵढ़ॽগشঞऊ
ैमङघ؛

時は、 人工呼吸器の消音ボタンを押し、 素早く
利き手で吸引カテーテルを持った状態で、 もう
一方の手 （非利き手） で、 フレキシブルチュー
ブ先端のコネクターをはずすことになります。 そ

ᅙऋਞଵढ़ॽগشঞप
ठऩःेअିਔघॊ

のため、 場合によっては、 あらかじめコネクター

ऌोःऩॱड़ঝಉभ
प઼ःथउऎ
ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

を少し緩めておいたり、 コネクターを固定してい
るひもをほどいておくなどの、 吸引前の準備が

ルチューブ内にたまった水滴が気管カニューレ内部に落ちないよう注意

必要です。

して下さい。

また、 コネクターをはずした時、 フレキシブ

はずしたコネクターは、 きれいなタオルなどの上に置いておきます。
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●手順⑪ 気管カニューレ内部を吸引する。
通常の気管カニューレ内吸引と同様に、 初め
から陰圧をかけて喀痰を引きながら挿入し、 そ
のまま陰圧をかけて引き抜きながら吸引しま
す。

ুದ⋑ਞଵढ़ॽগشঞ॑ลਬघॊ
ڭٳभลਬम ଧਰपؚदऌॊटऐಢৎदؚखऊखؚ
નৰप૨ेऎลਬघॊऒध॑ੱऋऐॊ؛
ڭभลਬमଧਰद؛
खऊखؚदऌॊटऐਈಢ
ৎद૨ेऎষअ؛

吸引カテーテルを引き抜く時、 こよりをひね
るように、 左右に回転させたりしてもよいでしょ
う。
1 回の吸引時間は、 10 秒以内です。 息苦し
さは大丈夫かどうかなど、 表情などを観察し、
できるだけ短い時間で行いましょう。

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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●手順⑫ コネクターを素早く接続する。
吸引が終わったら、 すぐに、 気管カニューレに
フレキシブルチューブ先端のコネクターを接続し
水滴をはらい、 気管カニューレ内に落ちないよ
う注意して下さい。 そして、 正しく接続できて

ٳลਬؚইঞय़३ঈঝॳগشঈഈभ॥ॿॡॱؚ॑شघएप
ਞଵढ़ॽগشঞपமਢघॊ؛
ਏ

いるか人工呼吸器の作動状況や状態の確認を行
います。

ऒभৎইঞय़३ঈঝॳগشঈ
पञऽढञᅙ॑मैःؚ
ਞଵढ़ॽগشঞपठऩ
ःेअपିਔघॊ؛
ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

●手順⑬ 確認の声かけをする。
吸引が終わったら、 対象児に声をかけ、 吸引
が十分であったかどうか、 再度吸引が必要かど
うかを確認します。

ুದ⋓નੳभଢऊऐ॑घॊ
ٳৌుपؚลਬऋીॎढञऒध॑ઔऑؚᙴᮽऋधॉજोञऊ
॑નੳघॊ؛
ٳٳऔؚ॒
ลਬऋીॎॉऽखञ؛
ुअ২ؚลਬखऽखॆअऊء

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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ます。 この時フレキシブルチューブ内にたまった

ুದ⋒॥ॿॡॱ॑شಞଫऎமਢघॊ

●気管切開での人工呼吸器を使用している対象
児の場合、 この絵のような状態になっています。
したがって、 気管カニューレ内吸引を行う場合、
まずフレキシブルチューブのコネクターを気管カ

ਞଵજ৫दभযੵళลஓभลਬभএॖথॺ
ਞଵજ৫दभযੵళลஓઞ৷भ૾ଙ

ニューレからはずす必要があります。

ইঞय़३ঈ
ঝॳগشঈ

॥ॿॡॱش

ਞଵढ़
ॽগشঞ

ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑
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3. 気管切開

医療的ケア児の看護ケアの実際

３- １

気管切開の基本的理解と注意点

●気管切開はのどに孔を開けて、 呼吸をしやす
くする方法です。
気管切開を受けている子どもでは、 どのよう

ਞଵજ৫ٕਏधखञ৶ध৽ૌ

な理由や経過で気管切開を受けたのかを確認し

 ؞ਞभᒡऋਘऎؚभ্১दఒदऌऩः

قෞਞଵજ৫भெૄك

ऐॊୢॣ॔ుदमऒोपेॊਞଵજ৫ऋः

ておくことが、 ケアの上でも大事です。

 ؞ళลभਃચऋశଞपൠः

上気道狭窄への対応として先に述べた方法で

 ؞ᮽभਞଵऊैभᙴলऋ

は改善が得られない場合に、 気管切開が必要と

ऒोैपेॊಸਞଵજ৫दमਞଵሠऋऎऩॉृघः

なります。

ଢఝ

؞যੵళลஓऋশपਏ
قశযੵళลஓ১दमৌૢك

鼻、 耳、 口、 喉などを含む器官の先天的な発

୫

 ؞ᏹัभෙᚢऋधथुऎؚਞଵ੍༇؞ཡ༇॑
ખ୮घॊ

育の障害により、 鼻、 咽頭、 喉頭、 気管が狭くなっ
ていて、 呼吸経路の確保のために気管切開を受

ਞଵ

قऒभৃ়मෞਞଵજ৫दऩऎෙᚢଆૃभ
ૄदষअك

けている子どももいます。 歩けるが気管切開を

ਞଵढ़ॽগشঞ

受けている、 聴力障害があり気管切開も受けて
いるという子どもではこのようなケースが多い
です。

に入院中に ICU 担当医師により急遽の気管切開を受けるという例もあ

これらのグループは、 気管カニューレが抜け

ります。 この場合は気管孔がしっかりした形になっていないために、 気

て、 かつ気管孔が狭くなると、 短時間で呼吸が

管カニューレが抜けると気管孔が狭くなり、 気管カニューレの再挿入も

苦しくなります。

困難であるということがしばしばあります。

呼吸機能、 排痰機能が弱い場合にも気管切開

人工呼吸器療法が必要であり、 鼻マスクなどによる非侵襲的呼吸器

が必要になることがあります。 重度の脳性麻痺

療法が困難な場合も、 人工呼吸器療法継続のために気管切開となりま

などで呼吸障害が進み痰の吸引がしばしば必要

す。

となっていた子どもが、 肺炎で急性呼吸不全に

排痰機能が弱く気管から直接に痰を吸引しなければならない場合に

なり気管内挿管による人工呼吸器治療を受け、

も気管切開が検討されますが、 食物 ・ 唾液 ・ 胃から逆流した胃酸など

その後、排痰呼吸機能が弱いために抜管困難 （気

が誤嚥されて、 肺炎を反復する場合には、 気管に孔を開けるだけの単

管挿管チューブが抜けない状態） となり、 ICU

純気管切開ではなく誤嚥防止手術での気管切開が行われます。
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●気管切開を受けている子どもでは、 ほとんど
が、 気管カニューレが入っています。
何も入れていないと気管切開孔が狭くなった
り、 閉じてしまうので、 それを防ぐためです。
また、 人工呼吸器をつなぐためにも気管カニュー

ਞଵढ़ॽগشঞ
ढ़ইऩख
ਞଵढ़ॽগشঞ

ढ़ইહؚ
ลਬছॖথહ
ਞଵढ़ॽগشঞ

ढ़ইહ
ਞଵढ़ॽগشঞ

レが必要である。
気管カニューレには、 カフがついているもの
と、 ついていないものがあります。
気管切開での人工呼吸器療法では、 人工呼吸
器から送り込まれた空気がのどから口の方に漏
れていかないように、 カフ付き気管カニューレ
が使用されますが、 小さな子どもでは人工呼吸
器使用でもカフなし気管カニューレの方が多い

ढ़ই

ढ़ইॖথ४
ॣشॱش

ढ़ইभਃચ

؞যੵళลஓऊैଛॉऽोञ૬ਞऋؚभनभ
্पജऑऩःेअपघॊ
قਈभযੵళลஓदम৸ऩᄭमਂਏद
ढ़ইऩखदੋिऒधुःك
؞ᏹัृؚ࿀ҩድ୍ऊैभীᆌऋؚਞଵप
ोिऒध॑ଆए
قभोामೂऐैोऩःك
ढ़ইमऴऎैऽचૌऍऩःిؚਫऩಓद૬ਞऋ
োढथःॊऒधऋਏقढ़ইಓभ৹ତमୢపྼ
म่૧పऋৰك

ঞ
ॸ
ॼ

ढ़ইಓੑ

ిਫऩढ़ইಓदઞ৷

ਞଵໞधढ़ইपგऽोञਞའჍ॑૩खऩ
ःढ़ইभਈপಓमؚPP+JقN3Dك

भল๕َ؟ৗග ୢॣ॔ଢ଼ఊॸय़५ॺ ඪుभઇૣ؞ක؞ভেણभରஃभञीपُ3ম৵ుઋ৽৾ভভણ৩ভ ਨક؞പম ౣ
ॡজग़ॖॶऊुऋॎফাقਸ਼ླྀك
ؚ୯ਸ

です。 最近の人工呼吸器は、 この漏れ （リーク）

カフは強く膨らますと気管の粘膜を強く圧迫してしまい粘膜にダメー

リーク防止という目的でのカフの使用の必要性

ジを与えますので、 膨らまし過ぎないよう、 適正な圧で空気が入って

は小さくなり、 人工呼吸器使用の体格の大きな

いる必要があります。 カフインジケーターの膨らみ方と感触 （赤ちゃん

子どもでもカフなし気管カ ニューレ使用が多く

の耳朶程度の感触が適正） で、 ある程度確認することができますが、

なっています。

正確には、 カフ圧計で確認します。

カフをふくらますことにより、 唾液や、 鼻 ・
喉からの分泌物が気管に下りてくるのをブロック
カニューレが使われることもあります。

も稀にあります。
カフ圧の調整は医療職が設定します。 教職員は研修修了者であって
もカフ圧の調整はできません。

●気管切開により嚥下機能は低下するので、 唾
液の気管への誤嚥が悪化することが少なくあり
ません。
そのために、 気管に流れ込んだ唾液を頻回に
吸引しなければならなくなり家族のケア負担が
大きくなったり、 肺炎を反復するなどのことから、
気管切開をしても本人と家族とも QOL が改善
しないという結果に至ることが稀ではありませ

২भෙᚢऋँॊनुभਞଵજ৫
ਞଵજ৫पेॉ
ᚢৣਃચमৣ

ᏹัҨ࿀ীᆌभ
ෙᚢऋப৲

 ؞ਞଵऊैभลਬ॑ᄄपਏघॊ
 ؞ཡ༇॑ખ୮घॊ

⋇ ઠᒷृؚਞଵढ़ॽগشঞभढ़ইभऊैभؚ
ᏹัभਢลਬقীؚਗ਼ੰସ॑ଓःऩऋैك
ৌੁ
⋈ ਞଵढ़ॽগشঞढ़ইपेॊෙᚢঈটॵॡقੀँॉك
⋉ ෞਞଵજ৫दमऩऎෙᚢଆૃুदभਞଵજ৫

ん。
このことへの対策として、 唾液を、 口や気管

ෞਞଵજ৫
ٔଢ
።୍൷ำ

ෞਞଵજ৫
ٔଢ൷ำ

።୍ਞଵ
ীু

።୍ਞଵী
ٔਞଵ୫
Ꮕ়

カニューレのカフの上から、 持続的に吸引する
方法がある程度有効ですが、 単純な気管切開で

گ৮ҽͺ͞
νϕ
ٷӀ͗Ͳ͘Ήͤ

はなく、 誤嚥防止手術の術式で気管切開を行う

भল๕َ؟ৗග ୢॣ॔ଢ଼ఊॸय़५ॺ ඪుभઇૣ؞ක؞ভেણभରஃभञीपُ3ম৵ుઋ৽৾ভভણ৩ভ ਨક؞പম ౣ
ॡজग़ॖॶऊुऋॎফাقਸ਼ླྀك

のが根本的な方法です。
誤嚥防止手術は、 咽頭から食道への唾液や水
分 ・ 食物が通る経路と、 気管孔から肺への空気
の経路とを、 分けてしまう手術です。
障害が重いほど、 この方法で行われることが
多く、 スライドのような術式があります。
学校に通学する子どもでも、 単純気管切開で

なく、 このような誤嚥防止の術式で気管切開を受けている児童 ・ 生徒
が多くなっています。
これにより、 気管への誤嚥の心配なく、 食事摂取が継続できること
もあります。
なお、 「気管カニューレ」 がない + 咽頭より奥、 のため分離手術を受
けた者への吸引は教職員はできません。
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するという、 誤嚥防止のために、 カフ付き気管

レティナと呼ばれるカフスボタン型気管カニューレが使用されること

第Ⅳ章

の分も補正して空気を送り込んでくれますので、

●気管切開のケースでの重大な事故として、 気
管カニューレが少し抜けたり折れ曲がることに
よって、 換気ができなくなり窒息が生ずることが
あります。
誤嚥防止手術を受けている場合は、 この危険
性が高くなるため、 このような事故を防止する
ための配慮が充分に必要です。
気管カニューレによる気管へのトラブル発生を
防ぐために、 気管切開孔が狭くならないように
しっかり作り、 気管カニューレなしで済むように
されているケースも、 とくに誤嚥防止手術の場

ෙᚢଆૃু॑ਭऐथःॊनुदभିؚਔਡ
ਞଵढ़ॽগشঞऋख
௷ऐथീोශऋॊ

ᄚඅ

ໞैऊःਞଵढ़ॽগشঞऋീोශऋढथःथु<ؚफ़ش८भৣ
पඛोथৄइऩःऒधऋँॊ ؛ढ़ॽগشঞইজقشਞଵढ़
ॽগشঞዠোऩखكभৃ়मؚफ़ش८दਞଵሠऋኋऋोथभ
ᄚඅपିਔ؛

૬ਞᚢৣभੜਸ
၌ऊैभᄄभ૬ਞลਬऩनभৌૢऋਏऩৃ়ँॉ

ᏹัभਞଵোऋऩऎऩॊ

ᄚඅ

ᮽऋའᱞपऩॊ

যੵ࿀ؚਸဒॿؚঈছॖ२ش
ে৶୫වିোदभਞଵຸཱིु৭උ࿔टऋؚඦपষअ

合は増えています。 この気管カニューレフリーの

ਞଵऋपုਜ਼ق።୍ਞଵীুك

場合に、 気管孔を保護するガーゼに分泌物が付

ిજऩਞଵढ़ॽগشঞقಢऎؚःढ़شঈك৭උ
ฏ୍ဿજ

ਞଵฏ୍ဿᯌেभজ५ॡ ڂ

着しそれが気管孔を塞いで窒息に至ることもあ
り、 注意が必要です。

誤嚥防止手術を受けると、 このような唾液による潤いがなくなって、 痰

第Ⅳ章

誤嚥防止手術を受けていると、呼吸運動に伴っ

が粘稠となり、 気管への痰の詰まりから呼吸状態が悪化することもあり

て鼻と口から吸い込まれた空気は、 気管には行

ます。 対策として、 人工鼻やネブライザ－をしっかり使って加湿するこ

かず食道から胃に行きますので、 胃に空気がた

とが重要です。

まり過ぎることがあり、 対策として胃から空気の
頻回の吸引が必要になることもあります。
少量の唾液が気管に誤嚥 （流入） することに

医療的ケア児の看護ケアの実際

より、 気管の中が適度に潤っていた子どもでは、

喉頭気管分離手術では気管を前の方に移動してきますので、 次に説
明する気管腕頭動脈瘻の発生のリスクが高くなります。 対策として、 短
く緩いカーブの気管カニューレを使用し、 リスクがかなり高い場合には、
腕頭動脈の切離手術が行われます。

●単純気管切開、 誤嚥防止手術での気管切開と
も、 合併症として生じやすいのは、 気管孔や気
管内の肉芽 （気管の壁の細胞が瘤のように増殖
し呼吸を邪魔したり出血したりする ) です。
気管カニューレによる刺激、 吸引チューブによ
る刺激が、 肉芽発生の主な原因です。
気管内の乾燥、 感染があると、 気管切開孔や
気管内粘膜に糜爛を来し、 出血の原因となりま

ਞଵજ৫भ়ಡඪ
ਞଵढ़ॽগشঞपेॊඵౕ؝ลਬपे
ॊඵౕ؝ഉ

ਞଵሠҨਞଵभ࿈

ਞଵའჍᄩ؝ਞଵढ़ॽগشঞपेॊ
ඵౕ؝ลਬपेॊඵౕ؝࿈
ฏ୍ဿधமघॊਜ਼दभؚਞଵढ़
ॽগشঞृढ़ইपेॊਞଵभം

ਞଵলഷ

পলഷ

ਞଵฏ୍ဿᯌ

す。 気管カニューレからの吸引での出血があっ
ても、 鼻腔、 口腔から流れこんだものである場

ਞଵᒡ

ਞଵढ़ॽগشঞ
ฏ୍ဿ

ฏ୍ဿએ

合もあるので、 口腔内、 鼻腔内をよく観察し出
血源を検討します。
吸引チューブを深く入れ気管分岐部を傷つけ
ていたり、 気管カニューレ不適合による気管内
の肉芽が出血源となっていることもあります。
最も重大な合併症は気管腕頭動脈瘻です。 気
管の前の壁が傷付き、 気管の前に接して通って

いる腕頭動脈との間に瘻孔が発生し大出血を起こします。
気管カニューレやカフの刺激により起こるので、 気管カニューレの適
切な使用による予防が特に重要です。
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●気管切開を受けている子どもでは、 次のよう
な注意が必要です。
まず、 気管カニューレが抜けてしまう事故、
すなわち事故抜去を防ぐことです。 気管カニュー
レがしっかりと固定されていないために抜けてし
まう場合と、 本人が故意または意図せずに （手
が引っかかるなど） 抜いてしまう場合とがありま
す。
事故抜去が起きないように、 気管カニューレ
固定のヒモやホルダーが、 緩くなっていないか、
常に確認します。 着替えの時に気管カニューレ
に衣類がひっかかって抜けてしまわないように
注意します。 介助者が対象児を抱きかかえる時

ਞଵજ৫॑ਭऐथःॊनुषभৌૢभ੦মିਔ
ਞଵढ़ॽগشঞभহ௷ு॑ଆए

⋇ಕभનੳ
⋈ਏৎपमুभ೪ুؚฦ
ਞଵढ़ॽগشঞऋ௷ऐऊऊढथःथु<फ़ش८
भৣपඛोथৄജखथःॊऒधऋँॊभदିਔ
⋉௷ऐञৎभಸৌૢभؚीभનੳ

ଢఝ

୫

ਞଵሠؚਞଵढ़ॽগشঞऋኋऋैऩःेअप
ڀિृസपିਔؚफ़ش८दभ൷ኋपିਔ

ਞଵढ़ॽগشঞप૮৶ऩৡ॑ਸइऩः

॑ૌ২पؚपजैचऩःؚपශऑऩः
ంకपਘऎऔऩः

ਞଵढ़ॽগشঞऊैभ౮भো॑ଆए

ਞଵढ़ॽগشঞ
پਞଵढ़ॽগشঞ
ऋোढथःऩः
ৃ়ुँॊ

ਞଵ

ڀযੵ࿀ؚफ़ش८दোઠ॑ढ़ংشघॊ

ਞଵभᄩ॑ଆए

ڀযੵ࿀ॺؚছय़ঐ५ॡभਸဒؚลো

ਞଵજ৫ሠ॑ၷपघॊ

⋇ীᆌमആจदऌोःपሁऌॊ؛
⋈फ़ش८ઞ৷ৎमළोञैઐఌघॊ؛

যੵ࿀

ॺছय़ঐ५ॡ

ল๕؟ધఐ્َ৾શ੍ର৾ૅपउऐॊஂ૧৩ಉपेॊञ॒भลਬಉ્قभৌكଢ଼ఊॸय़५ॺُقਛফা॑ك

に、 介助者の腕が固定ヒモを動かしてしまい抜
けることもあります。

加えないということです。
気管に無理な力が加わると、 気管の壁を傷つけ気管内肉芽や出血を

いても、 気管カニューレ固定翼の下の Y ガーゼ

生じますので、 気管カニューレの先端が強く気管にあたるようなことを

に隠れて見逃されていることがあります。 その

避ける必要があります。 例えば、 頸を過度に後ろにそらせたり、 前に曲

ため最近は Y ガーゼを使わないことも推奨され

げたり、 左右に強く回すことは避けて下さい。

ています。
気管カニューレの再挿入は基本的には医師が

す。 人工鼻やトラキマスクやガーゼで入口をカバーし、加湿も保ちます。
室内の加湿も重要です。

す。 再挿入は容易にできるケースもありますが、

最近では、 気管切開していても気管カニューレが入っていないケース

とても難しい場合もあります。 また、 気管カ

も増えています。 その場合には、 気管孔を保護するためのガーゼが気

ニューレが抜けた場合に問題なく長時間過ごせ

管孔を塞いだり、 気管孔にガーゼが吸い込まれてしまわないよう注意

る人と、 すぐに再挿入しないと呼吸困難に陥る

が必要です。

人がいます。 どの程度の緊急性があるか、 抜け

気管切開孔を清潔に保つことも、 感染や肉芽の発生の予防のために

た時にどうするかを、 予め確認しておくことが必

重要です。 気管切開孔周囲の分泌物は微温湯できれいに拭き取り、ガー

要です。 この事故抜去については、 後に詳しく

ゼを使用している場合は汚れたらその都度交換します。 明らかな感染

説明します。

がなければ消毒剤は使いません。

次の注意点は、 気管カニューレに無理な力を
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行いますが、 家族や看護師が行うこともありま

気管カニューレからの異物の侵入や気管内の乾燥を防ぐことも重要で

第Ⅳ章

気管カニューレが抜けかかっていたり、 抜けて

３- ２

事故抜去（計画外抜去）への対応

●定期の交換の時でない時に気管カニューレが
抜けてしまうこと、 すなわち事故抜去 （計画外
抜去とも言います） が、 学校でも生じることが
あります。
事故抜去がおきないようにすることと、 事故

ਞଵढ़ॽগشঞহ௷ுभਉ؞ਏ
y ঽীद௷ःथखऽअقঽഞ௷ுك
y যੵ࿀॑ਗघৎपقমযஂؚஃكคप௷ऐॊ

抜去がおきた時に備えての準備をしておくこと

y ା౹इऩनभৎपਬढऊऊढथ௷ऐॊ

が必要です。

y ংথॻشॸقউكभಕऋऊढञञीप௷ؚऐॊ
ऎखूाؚᎬपൣढथ௷ऐॊ

以下のことが、 事故抜去の原因 ・ 誘因となり
ます。
①自分で抜いてしまう （自己抜去） ②人工鼻
を外す時に （本人、 介助者） 一緒に抜ける
③着替えなどの時に引っかかって抜ける ④固
定バンド （テープ） の固定が緩かったために抜

y ⅑ऋपખढञৎप௷ऐॊقಸृؚ༤ःञৎك
y ⅑भऌऋॎढञৎप௷ऐॊ

y மਢखथःॊযੵళลஓभଡ଼पेॉਬढैोथ௷ऐॊ
y ஂஃऋनुभ⅑भपฏ॑खथஂஃखथःॊৎपஂؚஃभฏऋ
ంకपऎؚऽञमؚমযऋంకप⅑॑घऒधपेढथؚಕংথॻ
ऋంకपःथؚਞଵढ़ॽগشঞऋంకपਬऊोथق६ঞथ௷كऐॊ

ける （くしゃみ、 咳に伴って抜ける） ⑤頸が後に

第Ⅳ章

反った時に抜ける （緊張や、 泣いた時） ⑥頸の

己抜去してしまうことがあります。 心理的に安定した状態が維持できる

向きが変わった時に抜ける ⑦接続している人工

ようにするのが基本ですが、 手が気管カニューレのところに行かないよ

呼吸器の回路により引っ張られて抜ける ⑧介助

うにある程度の抑制や、 場面によっては手袋 （ミトン） を使用すること

者が子どもの頸の後に腕を回して介助している

も検討します。 後のスライドに紹介するように、 抑え補強での固定を行

時に、 介助者の腕が左右に動く、 または、 本人

うことも検討します。

医療的ケア児の看護ケアの実際

が左右に頸を回すことによって、 固定バンドが

固定バンド （紐） での固定が緩くなり過ぎないように、 内側に介助者

左右に動いて、 気管カニューレが左右に引かれ

の小指が入る程度で固定しますが、 そのように固定しても、 脳性麻痺

て （ズレて） 抜ける。

の子どもでは頸が後に反り返った時に気管カニューレが抜けることがあ

動く医療的ケア児、 手を自由に使える医療的

ります。 この場合は、 次の４点固定を考えます。

ケア児では、 興奮した時、 不機嫌な時などに自

●気管カニューレが抜けた時のリスクと緊急対応
を要する程度、 緊急対応の困難の度合いのポイ
ントとして

ਞଵढ़ॽগشঞभহ௷ுؚঽഞ௷ு 

①抜けた時に呼吸困難となる可能性

ਞଵढ़ॽগشঞऋ௷ऐथखऽढञৎभজ५ॡधؚಸৌૢ॑
ਏधघॊங২ؚಸৌૢभ২

②人工呼吸器使用継続のために気管カニューレ

௷؝ڭऐञৎपళลधऩॊ૭ચਙ

を必要とする程度
③気管カニューレが抜けた状態が続いて気管切
開孔が狭くなり ､ 今までの太さの気管カニュー
レが入らなくなる可能性
④気管カニューレ再挿入の困難度 があります。
これらのリスクの程度と緊急対応の必要性、

؝ڮযੵళลஓઞ৷ಲਢभञीपਞଵढ़ॽগشঞ॑ਏधघ
ॊங২
؝گਞଵढ़ॽগشঞऋ௷ऐञ૾ଙऋਢःथਞଵજ৫ሠऋऎ
ऩॉؚ০ऽदभ୬औभਞଵढ़ॽগشঞऋোैऩऎऩॊ૭
ચਙ
؝ڰਞଵढ़ॽগشঞગዠোभ২
ઍಔपዠোदऌॊৃ়ुँॊऋؚዠোऋखःৃ়ुँॊ

困難性の度合いは、 個人差が大きい。
それぞれの子どもで、 予め確認 ・ 検討して、
判断と準備を行うことが必要です。
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●気管カニューレが抜けても問題なく長時間過
ごせる場合もありますが、 迅速な対応が必要な
場合もあります
気管切開での人工呼吸器療法を継続している

ਞଵढ़ॽগشঞभহ௷ுؚঽഞ௷ு   ⋇
௷؝ڭऐञৎपళลधऩॊ૭ચਙ
⋇ਞଵજ৫ሠभ૾ଙ
घएपऎऩॉళลधऩॊऊق

子どもでは、 気管カニューレをすぐに再挿入す
る必要があります。
これ以外に、 迅速な緊急対応が必要となるの

ك

⋉ਞଵभ૾ଙٕਞଵभ࿈ؚᒡؚໞ৲ඪ
ڀਞଵढ़ॽগشঞऋ௷ऐॊधਞଵᒡदళลपऩ
ॊऊق
ك

は、 次の場合です。
・ 気管切開孔がすぐに非常に狭くなり、 かつ、

ك

⋈።୍عድ୍॑ৢखथभఌਞऋ৳ञोथःॊऊق

声門狭窄や喉頭軟化症などの上気道狭窄に対

؝ڮਞଵढ़ॽগشঞऋ௷ऐञ૾ଙऋਢःथਞଵજ৫ሠऋ
ऎऩॉؚ০ऽदभ୬औभਞଵढ़ॽগشঞऋোैऩऎऩॊ૭ચਙ

して気管切開を受けている。

؝گਞଵढ़ॽগشঞગዠোभ২

・ 気管切開孔がすぐに狭くなり、 かつ誤嚥防止
手術での気管切開を受けている。

ऒोैभজ५ॡधಸৌૢभਏ২मؚয୷ऋপऌः؛
ৢ৾ং५षभஆଭभ૭౯ૅؚ৾दभ৳૧હःभਏ২ૅؚ৾भ่૧పपेॊਞଵढ़
ॽগشঞગዠোऩनपणऌؚजोझोभनुभ્ਙपૢगञؚਖ਼ऋऩऔोॊसऌ؛

これらの場合は、 気管切開部より上の喉頭咽
頭への換気の経路 （スライドの矢印の経路） が
非常に狭いか閉ざされているため、 気管カニュー
べたように、 鼻、 耳、 口、 喉などを含む器官の

これらの場合は、 迅速に気管カニューレが再挿入される必要がありま
す。
また、 気管カニューレが抜けた状態が続くと、 気管切開孔が狭くなり ､
今までの太さの気管カニューレが入らなくなる可能性もあります。

して気管切開を受けている子どもでは、 気管カ

再挿入は容易にできる場合もあるが難しい場合もあります。

ニューレが抜けて、 かつ気管孔が狭くなると、 短

これらの点についての確認と配慮と準備が必要です。

時間で呼吸が苦しくなります。

気管カニューレの事故抜去のリスクが過大視されて、 気管切開の子ど

最も迅速な対応が必要なのは、 スライドの③

も （大人） が一律に、 単独通学 ・ 通所、 単独のバス乗車を禁止される

のように、 気管の肉芽、 狭窄や、 気管軟化症が

こともありますが、 それぞれの例の特性に応じた柔軟な判断がなされ

強くあるため、 気管カニューレが抜けると気管そ

るべきです。

●頸まわりのテープやバンドでの固定 （2 点固
定） でも不安定な時には、 このように左右の下
からの固定も加えた 4 点固定を行います。
気管切開孔が下の方にある場合や、 頸が反り
返って気管カニューレが抜けてしまう場合に ､ 有
効です。

ਞଵढ़ॽগشঞभহ௷ுؚঽഞ௷ு   ⋈
؝નৰऩਞଵढ़ॽগشঞಕ১شਡಕ
ਞଵभൔभ࿈ੜেृؚਞଵฏ୍ဿᯌ॑ଆएञीؚഓ২ऋऎؚ
ಢीभؚਞଵढ़ॽগشঞऋઞ৷औोॊ
ਞଵढ़ॽগشঞभহ௷ுभ
૭ચਙऋৈऎऩॊ

ਞଵढ़ॽগشঞभનৰ
ऩಕऋਏ

下からの固定バンドを腋窩を通して固定翼に
つないで固定する方法が簡便ですが、 緊張や反
り返りがあると不安定なため、 確実にするため
に、 中央の写真のように左右につないだ細紐で
下方にテープで固定する方法もあります。 写真
の右の例では、 母親の工夫で、 反り返りや頸の

⅑ऽॎॉभংথॻदभಕटऐदऩऎؚ
ৣऊैقᶯᱴऊैكभଓਘಕुਸइथ
भڰਡಕ
ॸشউपेॊৣ্षभಕ
॑ਸइञڰਡಕ

ねじれに対応できるように、 下方に引く紐をゴ
ムバンドとし、 頸回りの固定バンドと固定翼のつ
なぎにもゴムバンドを入れています。
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先天的な発育の障害による上気道の狭窄に対

第Ⅳ章

レが抜けると、 呼吸困難になります。 初めに述

のものが非常に狭くなる場合です。

●気管カニューレ自体の固定では不十分な時に
は、 バンドで固定した気管カニューレを、 さらに
その上から、 このスライドのような物を被せて
二重に固定する方法も有効です。 スライドの左
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側は重症心身障害児者施設の看護師らの工夫
で、 右側は市販の製品です。
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●応急的な再挿入が必要な子どもでは、 学校で
看護師が再挿入をできるようにしておくことが

医療的ケア児の看護ケアの実際

必要です。
気管カニューレは、 容易に挿入できる場合も
ありますが、 挿入が難しい場合もあります。
看護師が主治医や指導医のもとで、 その子ど
もでの気管カニューレ挿入の研修を受けておく
ことが望ましいです。
事故抜去の場合、 あわてたり本人が泣いたり
緊張して、 定期交換の時よりも気管カニューレ
が入りにくくなる可能性があるので、 不安のあ
るケースでは一回り細い気管カニューレも用意し

ਞଵढ़ॽগشঞभহ௷ுؚঽഞ௷ு 
ৌੁ

⋇ಕभનੳؚનৰऩಕؚঽഞ௷ுଆੁ
⋈௷ऐञৎभಸৌૢ্১भનੳҩৠी

رभਏਙृজ५ॡपૢगथୢधৼखथৠीथउऎ
௷؝ऐञৎपदऌॊटऐଫऎዠোऋਏऩॣش५
่ڀ૧పऋؚघएपગዠোदऌॊेअपखथउऎ
गਞଵढ़ॽগشঞਂ ؚऋँॊॣش५दमॉःਞଵढ़ॽগشঞ
ढ़ইહऌਞଵढ़ॽগشঞઞ৷दमૢዠোमढ़ইऩखਞଵढ़ॽগشঞ
ऒभञीभৰଢ଼ఊ่॑૧పऋਭऐथउऎقୢؚୢಉपेॉك
ગዠো॑ाथुዠোदऌऩऐोयઉठपਏட

ڮघएपગዠোखऩऎथुଐःॣش५
ٛୢোਚਝٜ
૿ਊୢؚਊઉୢप৴൪खथؚዠোख
थुैअ

ておくのが安全です。

ٛ৾ૅৢ؞ਚٜ
৳૧पਟथुैःዠো
ୢਃঢ়قୢؚऎभୢਃঢ়॑كਭ൧खગ
ዠো

カフ付気管カニューレ使用の子どもでは挿入
の時にカフがひっかかって入りにくいこともあり

抜けてから挿入まで時間的に少し経っても良いケースでは、 保護者

ますので、 応急挿入用にはカフなし気管カニュー

に来てもらい挿入するか、 主治医または近くの医療機関を受診して挿

レの方が挿入しやすいです。 これらの気管カ

入してもらうことで良い場合が多いです。

ニューレを応急用に常時携帯しておくようにしま
す。

レティナ （カフスボタン型気管カニューレ） の入っている子どもが、
稀にあります。

看護師による挿入が体制上困難である場合に

レティナは主治医のところでないと再挿入が困難であることが多いの

どのようにするかは、 ケースバイケースで主治

ですが、 レティナの場合には、 抜けても呼吸困難をきたすことはなく学

医と相談して無理のない方法を考えます。

校で再挿入の必要がないことが、 ほとんどです。
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●学校や通所施設などでのカニューレの事故抜
去の際の、 看護師によるカニューレ再挿入が禁
止されていた自治体もありました。
これについて、 関係学会合同での厚生労働省
への質問に対して、 「看護師又は准看護師が臨
時応急の手当として気管カニューレを再挿入す
る行為」 は是認されるとの見解が、 2018 年３
月に厚労省から示されています。

ௐেௌ௮ୢଂ่૧ୖশ ຕ

ਛফা

ম৵ుఐ৾ভভশؚম৵ు৳ੈভভশؚম৵ుఐୢভভশؚম৵ుਗఐ௺ঢ়৴৾ভੈ৮ভভশؚ
মປ࿀ድ።ఐ৾ভ৶হশؚমඪੱମ૩৾ভ৶হশ
ਞଵढ़ॽগشঞभহ௷ுಉभಸৎपउऐॊਞଵढ़ॽগشঞभગዠোपणःथ
ਛ ফাभ ્َষನपબॊ่૧పभଢ଼ఊ২ُ ষਰఋؚ่૧పपेॊ൧भଓஃऋऔोؚඪੱ
ମ૩ు كقभਞଵढ़ॽগشঞऋহ௷ுखञपؚ่૧పऋৌૢदऌङؚుكقऋে୵भਃप⎯घॊ૾
ଙपனघॊহऋങৄऔोऽघ؛
ऒभेअऩহଙऋକऒॊూବपम્ؚষನपબॊ่૧పभଢ଼ఊ২पৌघॊੰभෙੳऋँॉؚಸৎुୢప
भંऋँढञৃ়॑ःथؚ่૧పऋ൧भଓஃभষನ॑ৰघॊऒधमदऌऩःधःअෙੰऋँॊेअपઓ
ॎोऽघ؛णऌऽखथम੶ৣؚभସਖपৌखथؚओ௦ऎटऔःऽघेअउൢःணखऑऽघ؛
੶
ૣකؚઇؚ৳ಉॅैँؚॊৃपउःथनुभਞଵढ़ॽগشঞऋহ௷ுखؚে୵ऋ૫ऩ૾ଙಉभञीؚ
ಸपਞଵढ़ॽগشঞ॑ગዠোघॊਏऋँॊৃ়दँढथؚઉठपୢపभ؞ં॑ਭऐॊऒधऋऩৃ
়पउःथؚ่૧పྼमၳ่૧పऋಏৎૢभুਊधखथਞଵढ़ॽগشঞ॑ગዠোघॊষನमؚ৳పஃਓప่
૧ప১ قೣਮফ১ਸ਼ಀكਸ਼ञटखછभૠपेॉؚ১ୀખधमऩैऩःधੰखथेौखःऊ؛

௦قਛফাؚௐেௌ௮ୢଂ่૧ୖশ ك
ৄभৢॉ؛ऽञؚਞଵढ़ॽগشঞभગዠো॑ৰखञৃ়मؚ૭சृऊपୢపपਾઔघॊऒध؛
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●本人が慣れている環境での、 慣れた医師や
保護者による気管カニューレの定期交換ではス

$્શ੍ର৾ૅেെभ

事故抜去の際には本人もスタッフも不慣れな状

ਞଵपु࿈ँॉ
ਞଵढ़ॽগشঞऋ௷ऐञै
घएपళลधऩॊ

況では、 再挿入がスムーズにできない場合もあ
ります。
保護者が 「簡単に入れられます」 と言っても、
保護者が自覚していないコツがあり、 看護師に

ဌசपਞଵढ़ॽগشঞ
ગዠোऋਏ

ગዠোपम॥ॶऋਏॉؚ
মযदभಫಆऋਏ
ઃ੪ગଡਛ&7൸

よる応急的な再挿入が困難な場合もあります。
ୢ൧ৎभৰଢ଼ఊ
द่૧పऋমযभਞଵढ़
ॽগشঞዠো॑ষअ

担当看護師による事前の本人への挿入研修
（保護者と、 主治医か指導医などの立ち会いの
もとでの）、 挿入しやすい気管カニューレ （１サ
イズ細い気管カニューレ、 カフなし気管カニュー

࿈

ਞଵढ़ॽগشঞ௷ுৎؚಸৌૢঐॽগ॔ঝਛ
ಸৌૢभ৸ૅ३গঞش३ঙথธಫৰ

レなど） とゼリーの用意など、 充分な準備が必
要です。
実際の特別支援学校の生徒での例を紹介しま
す。
気管孔から気管内にかけて肉芽があり、 気管
カニューレ抜去の場合にはすぐに呼吸困難とな
るため、 迅速な再挿入が必要です。

と医療的ケア指導医の立ち会いのもとに本人への気管カニューレ挿入
の研修を看護師が行っていますが、 この生徒については、 挿入の難し
さが想定されるため、 主治医診察時に看護師が同行し主治医立ち会い
のもとに本児での気管カニューレ挿入を練習しています。
事故抜去時の学校内での連絡、 任務分担など、 緊急対応のマニュア
ルを作成しシミュレーションでの全校研修も行っています。

気管切開の生徒では、 通常は、 学校で保護者
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医療的ケア児の看護ケアの実際

ムーズに気管カニューレが挿入できていても、

●事故抜去への対応法、 再挿入の手順を、 ４枚
のスライドに示しています。
子どもを不安にさせない、 緊張させないよう
にすることがまず大事です。

ਞଵढ़ॽগشঞহ௷ுৎभৌૢؚ
ਞଵढ़ॽগشঞગዠোুದڭ
ੂৌૢ
•

ँॎथऩःؚময॑ಸऔचऩःਂؚपऔचऩः

•

জছॵॡ५खथళลखृघःિभ৳

しておき、 できるだけそれに合わせた設定をし

•

ఌਞ૾ଙનੳؚ6S2

ます。

•

ਞଵજ৫ሠपᮽऋँोयిลਬقลਬॳগشঈ॑ൔऽदোोૌऍऩःك

•

८॥८॥खथൔपᮽऋँॉजअऩৃ়ؚ6S2ऋ৳ञोथःोयॿؚঈছॖ२شઞ৷

•

6S2ऋৣऋढथऎॊऩैؚಞઞ৷قಞঐ५ॡॺؚছय़ঐ५ॡऩनઞ৷ك

気管カニューレの定期交換の時の姿勢を確認

定期交換の場面を携帯電話器などで動画記録
してもらい、 学校スタッフが確認することも有用
です。

નੳ

ਞଵढ़ॽগشঞગዠোभুದ ڭ
⋇ ँॎथऩःؚময॑ಸऔचऩःਂؚपऔचऩः
⋈ ྛᇧਜ਼धखؚ๛ع⅑पॱड़ঝᆸ॑োो⅑ؚ॑ಇனਜ਼قೄः༽ਜ਼كधघॊقૌ
২पमखऩःك

 ٮਏपૢगथؚ࿔ध৬ୌ॑ং५ॱड़ঝऩनदऎॊाऌ॑೪घॊऋؚऒोपेढ
थनुऋऊइढथਂपऩॊेअऩैँؚइथষॎऩः
 ٮनुभ૾ଙृৃؚએपेढथमؚౠਜ਼ृؚᇼदभિभऽऽदગዠো॑ষअ
্ऋଐःৃ়ुँॊ
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●定期的な気管カニューレ交換の時にスタイレッ
トを使用している場合や、 気管切開孔の大きさ
に余裕がない場合にはスタイレットを入れて挿入
します。 スタイレット使用の方が、 挿入はしやす

医療的ケア児の看護ケアの実際

くなります。
気管切開孔の大きさに余裕があり気管カ
ニューレがスムーズに挿入できるのであればゼ
リーは不要ですが、 気管切開孔の大きさに余
裕がない場合にはゼリーを付けた方が挿入はス
ムーズです。
しかし、 ゼリーを多く付け過ぎるとゼリーが気
管内や気管カニューレ内に入り込み呼吸を阻害
しますので、 トロッと垂れるようなゼリーの付

ਞଵढ़ॽগشঞગዠোभুದ ڮ
⋉ ௷ऐञৃ়पዠোघॊऒधपऩढथःॊਞ

५ॱॖঞॵॺ

ଵढ़ॽগشঞقग१ॖ६भढ़ॽগشঞؚ
ডথ१ॖ६ःढ़ॽগشঞؚढ़ইऩखढ़ॽ
গشঞऩनؚीৠीथँॊुभ॑كघॊ؛
؞५ॱॖঞॵॺહऌभਞଵढ़ॽগشঞઞ৷ॣش

५ॱॖঞॵॺ॑
োोञਞଵढ़ॽগشঞ

५दमؚ५ॱॖঞॵॺ॑োोथዠোघॊभऊؚ५ॱॖঞॵॺ॑ઞॎङपዠোघॊभऊ॑
ؚનੳखथउऎ؛
௷ ؞ऐञਞଵढ़ॽগشঞ॑जभऽऽગዠোघॊৃ়म॔ঝ॥شঝऊሁदሁ؛
 ؞ढ़ইહऌਞଵढ़ॽগشঞदमؚढ़ইभग़॔॑PO३জথ४द௷ऎق؛ऒभञीभ३জথ

४॑ଞৎ৷ਔखथउऎك
 ؞ਞଵढ़ॽগشঞਗप८জු॑شीपणऐॊق؛८জشमୢ৷ဋෟදَॾঝ८জُش
ऩन؛ਈमय़३টढ़ॖথ८জشमઞॎऩःऋؚय़३টढ़ॖথ८জشदु૭ॺك؛টॵ
धႄोॊेअऩ८জشभહऐ্मೂऐॊق८জشऋਞଵृढ़ॽগشঞपোॉाళ
ล॑༛૩खऩःेअपك؛फ़ش८पહऐञ८জ॑شਞଵढ़ॽগشঞਗपුऎ࿗ॊधः

अगदষअ؛
⋊ ਞଵજ৫ሠभमਂਏ؛જ৫ሠपীᆌऋહାखथःॊৎमؚลਬऊ༈पेॉுघॊ؛

け方は避けて、 ガーゼに付けたゼリーを気管カ
ニューレ外壁に薄く塗るという感じでゼリーを薄

めにつけます。

●挿入しやすい体勢を取ります。
本人の頭や体が動かないように支える介助者
がいる場合には、 両手で気管カニューレを保持
して挿入するのが確実です。
本人の呼吸との関係でのタイミングでの挿入
も大事なポイントです。 泣いて息を吐き出して
いる最中に、 無理に押し込むことは避けます。

ਞଵढ़ॽগشঞગዠোभুದ گ
⋋ ዠোघॊ่૧పमؚমযभؚకऊంभؚ৬ୌभ্पਜ਼઼घॊ؛
୍ृ৬ୌ࿔੍॑इॊஂஃऋःॊৎपमؚ่૧పमুदਞଵढ़ॽগشঞभంకभಕ
ྎ॑ठؚমযরఙभप়ॎचथ่૧పभ৬ୌ॑ਜ਼઼औचॊ৬િभ্ऋؚનৰपዠো
खृघःق؛धऎपؚ५ॱॖঞॵॺ॑೪इऩऋैዠোघॊৃ়ك؛
⋌ মযभลਞप়ॎचथਞଵढ़ॽগشঞ॑ዠোघॊ؛
༤ःथःॊनुदؚ༤ःथःॊਈরقඅ॑ဇऌলखथःॊਈরكपਞଵढ़ॽগشঞ॑ख

スタイレット使用の場合には、 スタイレットが

िऒधमബৌपखऩः؛ໍؚ༤ऎभ॑ृीथؚඅ॑ลःिໍप়ॎचथؚลःऽ

浮いてこないようにスタイレットをおさえながら

ళਞृ༤ःथःॊৎभ্ऋਞଵሠऋ৫ऎनुदमؚ৫ःथःॊৎपਞଵढ़ॽগشঞ॑ਞଵ

挿入することが大事です。

चॊेअपዠোघॊ؛
ሠपਊथथखোोथउऌؚลਞपষखञໍपਤোऔचॊ

 ٮዠোखपऎःৃ়पؚਞଵજ৫ሠभৣभীभຜჹقभડभຜჹৣؚ॑كपਬढॊ
ेअपघॊधؚਞଵજ৫ሠऋ৫ःथዠোखृघऎऩॊऒधऋःق؛ऒभेअपघॊऒधप
ेॉؚਞଵढ़ॽগشঞዠোऽदभؚਞଵજ৫ሠ॑৫ःञ૾ଙप৳णऒधुदऌॊك
 ٮ५ॱॖঞॵॺ॑োोञऽऽदዠোघॊৎम५ॱॖঞॵॺऋ௷ऐथقःथكऒऩःेअप
५ॱॖঞॵॺ॑द೪इऩऋैዠোघॊ؛
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●気管カニューレ先端が本人の体幹の方に （下
の方に） 行く方向を意識しながら、 手首のスナッ
プを効かせて、 下カーブを描くようにして、 気
管に進入させます。
スタイレットを入れたまま挿入するケースで
は、 挿入の直後に、 まずスタイレットを抜いて、
それから固定します。

ਞଵढ़ॽগشঞગዠোभুದ ڰ
⋍ ਞଵढ़ॽগشঞഈऋমযभ৬ୌभ্पৣقभ্पكষऎ্दুؚभ५ॼॵউ॑ऊ
चथؚমযभంડऊैৄथَणُभஊقؚకડऊैৄथಗَणُभஊكभढ़شঈ॑ऎेअ
पखथؚਞଵपਤোऔचॊ؛
ਞଵढ़ॽগشঞऋಥরदणऊइथਤোऔचपऎःगभৎपम্॑खइथाथਤीॊ؛
⋎५ॱॖঞॵॺ॑োोञऽऽዠোघॊॣش५दमؚዠোभઉप५ॱॖঞॵॺ॑௷ऎق५ॱॖ
ঞॵॺ॑௷ऎभ॑ພोथ೩औ॒ऋᄚඅଈಝखञ୰दभऋँॊك؛

⋏ घएपشॸؚউقংথॻكदਞଵढ़ॽগشঞ॑ಕघॊ؛
⋐ ढ़ইહਞଵढ़ॽগشঞदमؚजभؚढ़ইप૬ਞ॑োोॊ

気管カニューレがどうしても入らない時には、
吸引チューブを気管孔から挿入して気道を確保
することが、 応急的な対処法の一つです。
いつも入っている気管カニューレのパイプの部
分の長さに相当する長さ （通常は 4 ～ 6cm）

ਞଵढ़ॽগشঞऋनअखथुোैऩःৃ়
ૢ ٳपลਬॳগشঈ॑ਞଵሠऊैዠোखथਞન৳عFPங২োोथؚਗपলथःॊ
ী॑FPਜ਼दढ़ॵॺखؚീोශऋैऩःेअपखऩऋैشॸؚউदಕ
)U१ॖ६ลਬॳগشঈ  ྫྷ PP
)U१ॖ६ลਬॳগشঈ  ྫྷ PP
ٳॖথই॓থॺঐ५ॡ ਞଵሠपഡାऔचथ ध॔থঅগشংॵॢदभఌਞન৳

と同じ程度の長さを挿入して、 外に出ている部
分は、 10cm 程度でカットして折れ曲がらない

要な場合には、 この方法でなく、 次のインファントマスクによる対処が

ようにしながら、 テープで固定します。

必要です。

第Ⅳ章

人工呼吸器使用の子どもで、 換気の補助が必

場合には、 応急対応として、 このインファントマ
スクを気管孔に密着させて、 アンビューバッグで
のバギングを行うことにより、 換気を確保する
ことも可能な場合があります。
このインファントマスクは、 気管カニューレフ
リー （気管カニューレが入っていない） の気管切
開の子どもで、 応急的なバギングを行う時にも
使用します。
緊急時の対応に関しては、 子どもによって対
応が異なりますので、 事前に医師に確認して下
さい。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●気管カニューレの再挿入が非常に困難である

ਞଵढ़ॽগشঞभዠোऋ
धऎप୳औोॊॣش५
ు৷३জ॥থଲইख़ॖ५ঐ५ॡध॔থঅগش
ংॵॡध॑৷ਔखथउऎ؛
ऒो॑ਞଵજ৫ሠपഡାऔचؚ॔থঅগشংॵ
ॡदఌਞघॊऒधऋदऌॊق؛ঐ५ॡध॔থ
অগشংॵॢभ॥ॿॡॱुشਏك
ਞଵढ़ॽগشঞभহ௷ுभৎपؚ૮৶पਞଵ
ढ़ॽগشঞ॑ዠোचङपؚऒभ্১दఌਞ॑ન
৳घॊऒधु૭ચ؛

ঞشঝॲঝ
ॖথই॓থॺঐ५ॡ

ٮਞଵढ़ॽগشঞইজشभਞଵજ৫ॣش५दुؚऒभঐ५ॡ॑ॖথॱشইख़ॖ५धखथઞःؚং
ॠথॢؚढ़ই॔३५ॺऩन॑ৰदऌॊ؛
ٮਞଵढ़ॽগشঞऋোढथःॊॣش५दुؚ,39ؚ५ঐॺشঋ५ॺ॑ষअपमؚஷपेॊਞଵ
ढ़ॽগشঞभਞଵषभඵؚౕ࿈ে॑ଆૃघॊञीؚਞଵढ़ॽগشঞ॑௷ऌؚऒभঐ५ॡ॑
ਞଵሠपਊथथҨষअҥ
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３- ３

呼吸状態悪化時の対応

●気管切開を受けている子どもで、 呼吸の状態
が悪くなった時に適切な対応をできるようにして
おくことが必要です。
まず、 気管カニューレの異常がないか、 抜け
てきたり、 折れ曲がったりしていないかを確認し
ます。ガーゼの下に隠れているため、あわてると、
このような異常を見落としがちであり、 必ずガー

ਞଵજ৫ॣش५दभళลப৲षभৌૢ 
ళลऋౙखजअ
قৡళลك

ᙺඅ
ਞଵໞ৲

ᙺऋ
ਘः

গشগ شਞଵ࿈
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ゼを上げて気管カニューレの状態を確認するこ
とが必要です。
ゼロゼロ、 ゼコゼコという分泌物の貯留してい
る音があれば吸引を行いますが、 吸引を無理に
行うと出血を誘発したり、 気管軟化症などのケー
スでは吸引刺激により緊張が高まりかえって呼

ลো

েೃ୵ళล॑खथःॊ

੍ᒡ

८ট८ট
८॥८॥

ᮽऩनभฅ

ಞᆳਮ২ৣ

ళล॑खथःऩःء

५ॸটॖॻ؞५থିো

৬ਜ਼ఌ

भऌ৸ମ

ลਬ

ਞଵढ़ॽগشঞभ
౮ଞऋऩःऊ

ਞଵढ़ॽগشঞ
औ৹ත

ਞଵढ़ॽগشঞ
ಌ
૮৶ऩลਬमೂऐॊ

ళਞஂஃ

ళลऋฒः
౿౦ऋபः

জছॵॡ५؞
ಖઋಯ
႟ಯ

ংॠথॢ

ಞ

ૌళล॑ೂऐॊਞଵढ़ॽগشঞप૮৶
ऋऊऊैऩःेअपقইঞॵॡ५
ॳগشঈदणऩएك

吸を悪化させることがあるので無理な吸引は避
けます。 とくに出血がある場合には吸引により

第Ⅳ章

出血をさらに悪化させることがあるので、 慎重
に行います。 気管壁の肉芽、 浮腫がある場合に
も同様です。
左右の気管支への痰のたまり方、 左右の肺の
状態の問題などから、 体全体の体位 （右側臥位、

医療的ケア児の看護ケアの実際

左側臥位、 仰臥位） を変えると改善することも
あるので、 姿勢を変えてみます。
狭窄による喘鳴 （ゼーゼー、ヒューヒュー、キュー
キューなど） がある場合は、 原因を推定しなが
ら対処します。

この時には全体の姿勢や、 頸の向きによって位置関係が変わり呼吸
が改善することがあるので、 全体や頸の向きを変えてみます。
また、 気管カニューレを深めに押し込んだり、 逆に、 浅めにすること
で改善することもある。 フランジ （固定翼） の片側を上下に少し動か
して気管カニューレの方向を少し変えることにより改善が得られること
もあります。
呼吸が弱めになっていたり、 SpO2 が低下してきた時、 痰が奥の方に
あって出て来にくい時には、 呼気介助を行いながら、 他の方法と組み
合わせます。
以上に述べたいくつかの対処法で改善する傾向がなければ早めにこ
のバギングを行います。 状態によっては、 まずバギングで呼吸を確保

呼気性の狭窄音がある場合に、 喘息であれば

しながら、 他の対処方法を行うのが良いでしょう。 呼吸が弱めになって

気管支拡張剤の吸入が有効ですが、 気管軟化症

いたり、 SpO2 が低下してきた時に、 最も確実な対処法は、 自己膨張

による場合には、 リラックスさせる、 坐薬などを

式バッグ （蘇生用バッグ、 アンビューバッグ） によって陽圧をかけて気

使用し鎮静する、 酸素を早めに使用し努力呼吸

道と肺を膨らませること （バギング） です。

を避けるようにするなどの対応が必要となりま
す。

気管カニューレとバッグをつないで行う時に、 気管カニューレを前や
横に引っ張らないよう、 無理な力が加わらないようにすることが必要

肉芽の悪化や気管の浮腫による狭窄が推定さ

であり、 そのためには、 アンビューバッグと気管カニューレをフレックス

れる場合は、 ステロイドとボスミン液の注入に

チューブでつなぐのが確実です。 あわててバギングをし過ぎて過呼吸

よる対応が有効な可能性があります。

状態をもたらすことがあるので、 そうならないように注意します。 学校

気管カニューレ先端と気管壁との微妙な位置
関係のズレによって呼吸が悪化していることも

や通所でも、 呼吸が弱くなりやすいケースでは、 看護師がこのバギン
グが適切にできるようにしっかり準備しておくことが重要です。

あります。
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●気道が確保されているのに換気不全になると
いうことは、 以下のような理由が考えられます。
①気管カニューレ先端が気管壁にあたっている。
変形の影響、 頸の過伸展や過回旋により対処
として頸の向きを正す。 気管カニューレの固
定や深さを確認、 修正するなどがあります。
②気管カニューレが抜けかかっている。 ないしは
完全に抜けてしまっている。
対処として気管カニューレの再挿入ないしは

ਞଵજ৫ॣش५दभళลப৲षभৌૢ ڮ
ਞऋન৳औोथःॊभपఌਞਂ৸पऩॊधःअऒधमء
⋇ਞଵढ़ॽগشঞഈऋਞଵपँञढथःॊ؛
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⅑ڀभऌ॑ਫघ؛
ਞଵढ़ॽগشঞभಕृ
औ॑નੳؚఊਫघॊ؛

⋈ਞଵढ़ॽগشঞऋ௷ऐऊऊढथःॊ؛
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ਞଵढ़ॽগشঞभഈऋਞଵभ
ంपਊञढथःॊ؝ऒभங২
ऋਘऎऩॊधఌਞऋப৲

新しい気管カニューレに交換するなどがありま

⋉൙ಸᕓਤपेॊਞଵໞ৲पेॊਞଵᒡऩःखम
Ⴜभઈ૩

す。

⋊િఌऩनदᏹัभਞषभोाऋౕपੜइञ؛

③筋緊張亢進による気管軟化による気管狭窄な
いしは胸郭の運動障害

ڀজছॡ८ش३ঙথ؞ಖઋ॑ॊँ؛ोयಞଖ؛

ڀਞଵลਬ

⋋ਞଵढ़ॽগشঞपᮽऋऒलॉणःथᒷऋᒡखथःॊ؛

ڀਞଵढ़ॽগشঞ॑௷ऎڀৗखःਞଵढ़ॽগشঞपઐఌघॊ؛
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対処としてリラクゼーション ・ 精神的安定を図
る。 必要であれば酸素投与をします。
④姿勢変換などで唾液の気道への流れ込みが急

狭窄している。
対処として気管カニューレを抜き新しい気管カニューレに交換する。
ないしは気管カニューレ内腔の痰を綿棒と水でこそぎ落とし再挿入し

対処として気管内吸引をします。

ます。

⑤気管カニューレ内に痰がこびりついて内腔が

手でアンビューバッグを 1 秒～ 2 秒かけて押し、
そのとき対象児の胸が膨らむのを観察しましょ
う。
次に、 アンビューバッグから速やかに手をはな
すと、 胸がしぼんで呼気に移行します。
この操作を繰り返します。
対象児の表情の観察、 パルスオキシメーター
の値も参考にします。
注） 子どもでは呼吸数 15 ～ 20 ／分で、 約
3 秒毎に押すことが必要な場合が多くあります。

ਕं༽࢘حٷݼ࣎ٺەଲԢ

॔থঅগشংॵॢभੴ
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●アンビューバッグを使用する上で留意してほし
い点は、 アンビューバッグの押す力 ・ 速さによっ
て、 対象児に送られる空気の量や圧力が変化す
る点です。 そのため、無理な加圧は避けましょう。
また、 対象児の、 普段の換気量と呼吸回数を
覚えておく必要があります。

॔থঅগشংॵॢभੴ
ିਔহඨؚੴ
॔থঅগشংॵॢभघৡ؞சऔपेढथৌपଛैोॊ૬ਞभृಓৡऋ৲
खऽघ؛

૮৶ऩਸಓमೂऐऽखॆअ؛
ৌभఌਞधళลਯ॑ಁइथउऌऽखॆअ؛

換気量計やゴム製の袋 （テストラング） があ

ఌਞੑ
ঁটش५ॣشঝ

れば、 片手でどのくらいの力でバッグを押せば、
指示された換気量に近いか、 事前に予備知識と
して確認しておくことができます。

ॸ५ॺছথॢ
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医療的ケア児の看護ケアの実際

● 1 分間に 12 回の呼吸数ならば、 5 秒毎に片

第Ⅳ章

激に増えた。

●人工呼吸器を使用している対象児では、 アン
ビューバッグによる手動の換気が使われるケース
があります。
アンビューバッグは、 蘇生バッグ、 あるいはバッ
グバルブとも呼ばれます。
気管切開を行っている対象児の場合、 このア
ンビューバッグを、 気管カニューレやフレキシブ
ルチューブに直接つないで手動で換気の介助や
人工呼吸を行うことができます。
教職員が通常に行う行為として認められた行
為ではありませんが、 医師、 看護師、 家族と協
同して介護をする上で、 教職員も知識をもつこ
とは有用です。

॔থঅগشংॵॢقঽഞกૄংॵॢك
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ఔधੈखथஂ૧॑घॊदؚઇ৩ुੴ॑ुणऒधमથ৷दघ؛
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使用される主な場面は、
日常生活の場では人工呼吸器の回路の交換
時、車いすやベッドなどへの移動時、入浴時です。

第Ⅳ章

このほか、 災害などに原因するものも含め、
停電時、 人工呼吸器のトラブル時など、 緊急を
要する場合です。
呼吸回数が毎分 20 回ならば、 片手でバッグ

を１秒かけて押し、 その後アンビューバッグから速やかに手を離します。
これを３秒毎に繰り返します。
ワン ( 吸気） →ツー ・ スリー ( 呼気 ) というワルツのリズムです。
子どもの胸が緩やかに膨らむように、 バッグを押す強さを加減しま
す。
子どもの表情やパルスオキシメーターの値も参考にします。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●アンビューバッグには様々な種類があります。
左下の写真のバッグのように、 過剰な圧が加
わらないように加圧制限弁がついているタイプ

॔থঅগشংॵॢقঽഞกૄংॵॢكभரథ

もあります。
気管軟化症がある対象児では、 バッグを押し
ていない時でも、 気管内に一定の陽圧がかかる
ように、 右の写真のような PEEP 弁付きのアン
ビューバッグが使われます。

৸भञीૌಓఉऋહःथःॊ
ॱॖউقFP+2भਝऋःك
৵ు৷

3((3ఉ
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ेअपؚ3((3ఉહभ॔
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●自己膨張式の救急蘇生バッグ （アンビューバッ
グ） の活用についてまとめます。
気管切開ケースでは、 呼吸状態の急変時 （気
道閉塞も含む） に直ちに使用できるように、 自
己膨張式の救急蘇生バッグを側に準備しておき
ます。 特に人工呼吸器管理中は、 機械の故障に
備えて外出時も常に携帯しましょう。
緊急時は （人工呼吸器では状態が悪化する時
を含む） は躊躇せず救急蘇生バッグ （アンビュー
バッグ） で換気を行います。
肺が十分拡張する適切なサイズの救急蘇生
バッグ （アンビューバッグ） を選択します。 乳児
用 ・ 小児用 ・ 成人用があります。

ঽഞกૄभেংॵॢ॔قথঅগشংॵॢكभણ৷
 ਞଵજ৫ॣش५दमؚళล૾ଙभৎقਞ൷ኋुஅिكपઉठपઞ৷दऌॊ
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 ॔থঅগشংॵॡमؚಸৎटऐदऩऎؚൾᮽॣ॔धखथଞपઞ৷खಫಆख
थउऎऒधऋऽखःदघ؛

乳児用 ・ 小児用には、 安全のため過圧制限弁
（40cmH2O の設定が多い） が付いているタイ
プが多いです。 このため、 看護師でも安全に使

救急蘇生バッグ （アンビューバッグ） は、 緊急時だけでなく、 排痰ケ
アとして日常的に使用し練習しておくことが望ましいです。

には換気不能になることがあるので注意が必要

うケアとして重要なものですので、 説明を追加
します。
バギングは、 このスライドに示すような目的
で行われます。
痰が末梢気道からカニューレの方になかなか
上がってこない子どもでは、 毎回の吸引の前に
バギングが必要な場合があります。
この場合には、 途中まで上がってきている痰
を押し込まないように、 バッグの押し方をゆっく
りめにすることが、 大事です。
SpO2 がやや下がり気味で、 姿勢の調節や換

ਞଵજ৫ుदभؚਞଵढ़ॽগشঞقਞଵሠكऊैभ
ংॠথॢ ڭ
؝ڭཡभ૾ଙ॑ଐऎ৳णञीभళลজঁঅজभڭणधखथभ഻ಓఌਞधख
थষअৃ়
؝ڮযੵళลஓभଡ଼॑ਗघৎٕোຉৎऩन
؝گลਬभৎपষअ
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दुؚংॠথॢदఌਞ॑ન৳घॊऒधपेढथৌૢदऌॊ

気の介助と吸引でも改善しない時には、 バギン
グをすると改善して、 また安定した状態で過ご
せるようになるというパターンの子どももいま
す。
呼吸状態がとても悪化してきた時には、 先の

人工呼吸器使用の子どもでは、 呼吸器を使っていても呼吸状態が悪
化した時には、 呼吸器を外してバギングを行うことで改善することがあ
ります。

スライドでも説明したように、 酸素使用とともに

最近の人工呼吸器が故障することはまずありませんが、 もし人工呼

バギングをしっかり行い換気を確保することが必

吸器が不調になったり電源が切れてしまった場合には、 バギングで換気

要です。

を確保することができます。
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●バギングは、 気管切開児に対して看護師が行

第Ⅳ章

用できる一方、 強い閉塞時 （粘調な痰詰まり等）

です。 必要時は過圧制限弁を押し込んで換気します。

●バギングでの注意点のポイントをこのスライド
に整理しました。 次で、 詳しく 説明します。

ਞଵજ৫ుदभؚਞଵढ़ॽগشঞقਞଵሠكऊैभ
ংॠথॢ ି ڮਔਡ
 ؞ਞଵढ़ॽগشঞप૮৶ऩৡऋऊऊैऩःؚਞଵढ़ॽগشঞ॑ਬढैऩःे
अप॔থঅগشংॵॢधਞଵढ़ॽগشঞ॑ইঞय़३ঈঝॳগشঈदமਢघॊ
ऒधऋऽखः
 ؞ૌళลقૌఌਞكपऩैऩःेअपঁটش५ॣشঝदংॠথॢभఌਞ॑ન
ੳखथउऎऒधऋऽखः
 ؞ीपॅढऎॉऋ੦মؚᮽऋਞଵؚਞଵ੍पञऽढथःॊৎपؚংॠথॢप
ेॉଛॉऽोॊ૬ਞभोपेढथᮽऋൔपखऽोऩःेअपਔ
قऒभञीपुॅढऎॉीऋऽखःك
ٮಸৎमؚฒऎசऎऋਏऩऒधुँॊ
 ؞ढ़ॽগشঞইজشभॣش५दमؚు৷ইख़ॖ५ঐ५ॡ॑ਞଵሠपഡାऔच
थؚষअ
 ؞ਞଵໞ৲ඪभॣش५दमؚ3((3ఉقళਞৎप഻ಓ॑घॊञीभఉكહ
॔থঅগشংॵॢ॑ઞ৷
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●次の２枚のスライドは、 バギングの資料です。
通常の大きなアンビューバッグは１リットルで、
片手で押し潰すと約 500ml の空気が押し出さ
れます。 押し方によって量が変わり、 押す人に
より個人差があり、

医療的ケア児の看護ケアの実際

自分がどの程度押すと何 ml が押し出される
かは、 ハロースケールをつないだアンビューバッ
グを押すことにより、 把握できます。
たとえば、 体重 20kg の子どもでは、 １回換
気量は 200ml ですので、 毎回 500ml で１分
間に 20 回バギングすると、 過換気になってし
まう可能性があります。
小児用の小さなアンビューバッグでは、 強く押

ৰभংॠথॢ⋇
ঁটش५ॣشঝपংॵॢ॑णऐथभংॠথॢभఌਞभનੳ
ఌਞ

ਛয৷ڭজॵॺঝभ॔থঅগشংॵॢ॑ൺুदንखथ ৺POقয୷ँॉك
৵ు৷॔থঅগشংॵॢदम ؚਘऎንखथु৺PO
ৢଞभڭఌਞ POطNJ قਛয PO ك৬NJदPO
৵ుदमؚऒभع॑৯प قਞଵજ৫दऩःॣش५दभؚঐ५ॡपेॊ
ংॠথॢदमڭఌਞभڱعگ॑৯पষअك؛

ৰभংॠথॢ ڭ
॔থঅগشংॵॢ॑ਞଵढ़ॽগشঞपહऐॊ
ਞଵढ़ॽগشঞ॑ਬढैऩःؚਞଵढ़ॽগشঞप૮৶ऩৡऋਸॎैऩःेअपघॊ
ইঞय़३ঈঝॳগشঈभઞ৷ऋऽखः
॔থঅগشংॵॢपणऩःदॸؚ५ॺছথॢ॑હऐथؚৰभংॠথॢ
জ६ گعڮଧपڭ ڭীदڬگعڬڮ॑੦মऩ৯प َُڭَُگڮڭ
दखथُگؚڮَؚदॅॊीॊ
ళล૾ଙऋபःৎपमؚڭطীਰ়ৃؚपेॉطী
ঽళลऋँॉঽళล॑ଓஃघॊभादँोयؚমযभঽళลभลਞ৫प়चथ॔থ
অগشংॵॢ॑घऋؚऎभৃ়मؚঽళลेॉசीभজ६दংॠথॢ॑ষअ

しても約 300ml ですので、 20kg の子どもで
１分間に 20 回バギングしてもさほどの過換気
になる心配はなく、 押し方が弱いと充分な換気

このような実際の感じを把握し理解しておくために、 ハロースケール
をつけての演習は有用です。

が得られない可能性があります。

●気管切開児で呼吸が悪化した時には、 パル
スオキシメーターで SpO2 を確認しながら行い、
SpO2 が 95 以上を維持できるように、 バギン

ৰभংॠথॢ ⋈

回数を増やしても SpO2 が改善しない時には酸

ॉिؚᣑिेअपघٕ૬ਞऋোढथষऎৎभয়ठऋॉढ़شঈऋॅढऎॉभ্ऋؚಿ
ऋऩऎग़॔ऋোॉृघः
சःংॠথॢभৎपमऒोपमँऽॉऒटॎैऩः

素をつなぎます。

Ⴜऋฑैऊऎ૬ਞऋোॉृघःৎ
 شऎॅढऎॉीप

グの強さや回数を調節します。 強く押しても、

バギングのし過ぎで過換気になると二酸化炭
素が飛びすぎて低炭酸ガス血症からアルカロー

Ⴜऋໂःؚਞऋःऩनदؚ૬ਞऋোॉपऎःৎ
 شฒीदசऎقਯ॑ऎघॊऒधपेॉীৎఌਞ॑ન৳घॊك

酸 素 な し で バ ギ ン グ だ け で SpO2 が 98 ～

ૌఌਞڀقຍफ़५ഷඪؚళลਙ॔ঝढ़টش३५كपऩैऩःेअपିਔ
6S2॑ঔॽॱشखऩऋै6S2ऋఒखऩःৎपमؚজ६॑சऎघॊقਯ॑ऑॊكऊؚ
ुढधপऌऎ॔থঅগشংॵॢ॑घ
ڀऒोदुऋैऩःৎपमಞ॑णऩए

100 になっているときには、 過換気になってい

ಞऩखद6S2ऋعपऩढथःॊৎपमؚૌఌਞपऩढथःॊ૭ચਙ॑અइؚং
ॠথॢ॑ൠऎघॊؚऽञमਯ॑ैघ

シスをきたし、 末梢血管の収縮ももたらします。

る可能性を考え、 バギングの回数を減らすか弱
くするのが妥当です。

ढ़ইહਞଵढ़ॽগشঞभॣش५दؚংॠথॢदुग़॔োॉऋਂଐभৎقਞଵજ৫ሠऊ።୍ድ୍
भ্पोथऎॊৎكपमؚৎपढ़ই॑औैपกैऽघ

カフ付気管カニューレを使っている子どもで
は、 バギングで空気がリークしてきてエア入り

フを一時的にいつもより強く膨らまします。

が不良となり SpO2 の改善が不良であれば、 カ
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●気管カニューレによる気管へのトラブル発生を
防ぐために、 気管切開孔が狭くならないように
気管孔をしっかり作り、 気管カニューレなしで済
むようにされているケースも稀にあります。

ढ़ॽগشঞইজش
قਞଵढ़ॽগشঞዠোऩखكदभਞଵજ৫ଵ৶
ਹਡ

この場合には、 気管カニューレによるトラブル
は避けることはできても、 このスライドにあるよ
うな問題が生じる可能性を考えてのケアが必要
です。
とくに、 気管切開孔やその下の気管の狭窄か
ら窒息に至る可能性への留意が必要です。
また、 人工鼻が付けられないので代わりの加

ਞଵढ़ॽগشঞपेॊ়ಡඪؚඵౕ॑ೂऐॊऒधऋदऌॊ
ْਞଵજ৫ሠृजभৣभਞଵभᒡ؞൷ኋऊैؚళลؚᄚඅ॑েङॊऒधऋँ
ॊقᒡपীᆌऋऱढऊऊॊऒधुஅीٓك
ৎमਞଵढ़ॽগشঞ॑ዠোखथउऎ؝
ऒभজ५ॡभँॊॣش५दम૮৶पढ़ॽগشঞইজشपखऩः


ਖ

ਡ

ध
ৌ
ૢ
১

ْลਬॳগشঈऋੂीऊैؚઉமपਞଵሠधਞଵའჍपਊञॊٓ
ْลਬपेॊਞଵሠधਞଵའჍभംभজ५ॡऋৈऎऩॊٓ
ลਬॳগشঈमभீःॿছॺথॳগشঈ॑ઞ৷ؚಓ॑ஹॊ
ْઇ৩पेॊลਬमਂ૭दँॊٓ
ْযੵ࿀ؚ५আॳشংঝঈऋಎାदऌऩःٓ
ਸဒؚ৳૧मॺؚছय़ঐ५ॡؚছজথ०ইज़شইॕঝॱؚشफ़ش८दষअ
འᱞऩীᆌऋહାखञफ़ش८पेॊᄚඅभজ५ॡपିਔ
ਞଵሠ॑दኋःदଢदऌॊॣش५ुँॊ

湿方法をしっかり行うことが必要です。 気管孔を

ْংॠথॢؚढ़ই॔३५ॺؚ,39قঃشढ़ॵ३ঙথঋথॳঞكشॱشऋؚखपऎःٓ
ॖথই॓থॺঐ५ॡ॑ਞଵሠपഡାऔचथষअ

保護するものとしてラリンゴフォームフィルター
がありますが、 加湿の効果は不十分です。 気管
孔を保護するガーゼに粘稠な痰が付着しそれを

のリスクにも注意が必要です。

本人が気管孔に吸い込んで窒息するという事故

第Ⅳ章

●気管カニューレにスピーチバルブを付けている
スピーチバルブは、 一方向弁で、 吸気 （図の

५আॳشংঝঈ॑णऐॊऒधपेढथ

青） は気管カニューレから入り、 呼気 （図の赤）
は気管カニューレからでなく、 喉頭、 咽頭から上

ଢऋলचॊ
ᏹัऩनभႄोा॑ଆए

ᏹัभ
ႄोा

に出るようになります。

५আॳش
ংঝঈ

これにより声を出すことができるようにという
目的で作られたものですが、 唾液や食物の気管
内への垂れ込み （誤嚥） を防ぐという目的でも
使われます。
この場合には、 呼気を上に通す窓孔が気管
カニューレのパイプの途中に開けてある気管カ

ลਞ

ニューレを使うのが標準的な使い方です。

ళਞदᏹั॑ऌऑॊ

ళਞ

しかし窓孔の当たる部分に肉芽ができるなど
の問題がおきることもあり、 窓孔なしの通常の

なるので、 短時間ずつ付けて練習していきます。

気管カニューレが使われることも多くあります

呼気が余裕ないため、 本人が嫌がり、 スピーチバルブを外そうとして

が、 通常の気管カニューレ使用の場合には、 気

気管カニューレも一緒に自己抜去してしまうことがないように注意が必

管カニューレと気管壁の間に呼気を通すスペー

要です。

スがあることが条件です。
スピーチバルブを付けると呼気に余裕がなく

また、長時間を付けている子どもでは、気管内の加湿が不十分となり、
気管内が乾燥し痰が粘稠になる可能性に注意が必要です。
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子どももいます。

４. 呼吸不全と酸素療法
●一般的には、 SpO2 が 90％以下 （これは動
脈血酸素分圧が 60 以下に相当します） の低酸
素血症または、 動脈血二酸化炭素分圧が 50 以

ళลਂ৸ؚಞ১

上の高炭酸ガス血症が呼吸不全で治療が必要と

 ٳಹपमؚဿഷಞীಓऋPP+Jਰৣ ഷরಞᆳਮ২ 6S2मप ಞഷඪ ؚऽ
ञमဿഷ&2ীಓऋPP+Jਰ ৈຍफ़५ഷඪ ऋళลਂ৸दؚऋਏधऩॊ؛

なります。

 ٳಹपؚཿਙऩళล૩दमؚ6S2ऋभ૾ଙऋਢऎৃ়पؚಞ১भৌध
ऩॊ؛

SpO2 の値として 90％という数字は目安では
ありますが、 この数字だけを過大視せず、 重症
児の場合には、 柔軟に適切に考える必要があり
ます。
平常の呼吸状態が安定し SpO2 が 95 以上を

 ٳଞभ6S2ऋਰभॣش५दؚৎपళล ళลऋౙखजअपऩढञ૾ଙ पऩढ
ञৃ়पम6S2ऋदँढथुؚಞ১ऋਏऩৃ়ऋँॊ ؛धऎपਞଵໞ৲ඪ
ृಸऋਘःৃ়
 ٳ্दؚඪ૾मऩऎथु ؚ6S2ऋीभऒधऋँॊ؛
ཿਙऩ২भళล૩ॣش५दؚଞऊै6S2ऋीभनुदमؚ6S2ऋदँढ
थुؚళลृੱ༭ਯੜਸऋऩऐोयؚઉठपಸৌૢृಞऋਏदऩःऒधुः؛
ฑໞऩਖ਼ऋਏ؛
৾ૅदभেણभ॑ೂऐॊञीपؚಞઞ৷भ੦॑ेؚॉुीपचकॊ॑੭ऩःৃ
়ुँॊ؛खऊखؚਰৣभ૾ଙऋਢऎऒधमؚ૬ఄষभ૾ଙदँॉؚऽखःऒधद
मऩः؛

保っている子どもが、 SpO2 が 90 以下に急に

 ٳཿਙऩ২भళล૩भँॊनुदमؚඪ૾ऋऩऎथु&ؚ2ীಓऋৈகभऒधुँॊ
ཿਙ৲खथःोयਰदु৻ਃચपेॉళลਙभ॔३ॻش३५पऩैङप৳ञोؚಅ
ઍ೧धखथଐःऒधुँॊ ؛

低下してそれが続く時には、 酸素投与などの緊

پଞ૾ଙधभૻຎ ଞ૾ଙदभகभཔऋਏ
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急対応が必要です。
また、 平常の SpO2 が 95 以上のケースでは、

なっても、 それは要注意の状態ですが、 直ちに危険な状態という訳で

一時的に呼吸困難になった場合には SpO2 が

はありません。 緊急対応が必要かどうかは、 SpO2 の値だけでなく呼

90 台前半であっても、 酸素療法が必要な場合

吸困難の程度や心拍数などから総合的に判断します。

もあります。 とくに喉頭軟化症や気管軟化症で
医療的ケア児の看護ケアの実際

努力呼吸によりかえって呼吸が悪くなってしまっ

また、 二酸化炭素分圧が高値のこともありますが、 慢性化していれ

ている場合には、 SpO2 は 90 台でも早めに酸

ば 50 以上でも代償機能により呼吸性アシドーシスにならず許容範囲と

素を短時間使い努力呼吸を緩和することが必要

して良いこともあります。

です。 （気管支喘息発作のために呼吸困難とと
もにトロトロしている場合には安易に酸素を使う
と CO2 ナルコーシスを悪化させるので注意が必
要です。
一方で、 平常の SpO2 が 91 ～ 93 など低め
になっている重症児者もかなりありますが、 こ

従って、 一人ひとりの日常状態との比較が重要で、 日頃の個別の
SpO2 や動脈血 CO2 分圧の値を知っておく必要があります。
これは脳性麻痺系の障害の場合です。 筋ジストロフィーなど筋疾患で
は、 SpO2 が 80 台後半ではかなりの高炭酸ガス血症を伴っているの
で危険な状態です。

のようなケースでは、 SpO2 がたとえば 87 に

●重度の脳性麻痺で慢性的な重度の呼吸障害が
ある子どもでは、 SpO2 が 90 未満であっても、
とくに問題なく過ごせている場合もあります。 こ
のような場合、 学校や通所での生活の制限を避
けるために、 酸素使用の基準を、 90％よりも低

২౼ਙ๊ᮾుभ২ཿਙళล૩दभ
ಞଖؚಞ১भઅइ্
ཿਙऩ২ళล૩भ২౼ਙ๊ᮾుदमؚಞ૾ଙपຯोऋেगؚ6S2ऋ
॑જॊेअऩ૾ଙदुৡళลृੱ༭ਯੜਸुੳीऩःऒधऋँॊ؛

めにせざるを得ない場合もあります。
しかし、 90％以下の状態が続くと、 二次的な
呼吸中枢機能低下 （低酸素状態に呼吸中枢が慣
れてしまい呼吸努力 hypoxic drive が低下す
る） を来してくる可能性があります。 SpO2 が
80 台後半と低めでありながら本人が呼吸が辛
そうでなくても、 いわば 「低空飛行であり墜落
しやすい状態」 とも言えます。

রमಞऩखदૌओचॊेअ
पિଵ৶ऩनఌਞയਤभॣ॔
॑खढऊॉষअ

রमؚ6S2ৣऋਢऐय
ಏৎपಞଖ
ఽमਢಞଖ

6S2ऋਰৣऋਢऎऒधमؚजभৎपमমযऋၞजअदऩऎथुઃऩళลরᆏਃચ
ৣ ಞ૾ଙपళลরᆏऋຯोथखऽःళลৡK\SR[LF GULYHऋৣघॊ ॑ਟखथऎॊ૭
ચਙऋँॊَ؛૬ఄষदؚဥखृघः૾ଙُदँॉؚऽखऎऩः؛
৾ૅऩनदभেણभ॑ೂऐॊञीपؚಏৎभಞઞ৷भ੦॑6S2عਰৣधचक
ॊ॑੭ऩःৃ়ुँॊऋؚরमಞऩखदभেણऋदऌॊेअિଵ৶ऩनఌਞയਤ॑खढ
ऊॉষःఽؚमళลরᆏभ৹තঞঋঝऋ૬ఄষभऽऽपऩैऩःेअपؚभਢಞ
১॑ষअधःअৌૢऩनؚ॑ฑໞपਫ਼ୈघॊ؛

このようなケースでは、 日中は呼吸状態を良
くするための姿勢管理などの対応をしながら酸

を継続するという組み合わせなどを、 柔軟に検討するのが合理的と言

素なしで過ごし、 SpO286 ～ 87％以下が続け

えます。

ば臨時に酸素を使用し、 夜間は少量で酸素療法
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●呼吸障害に対してでなく、 心臓疾患に対して
酸素を受けている子どももかなりいます。 心臓
疾患での酸素療法は個別性が大きく、 望ましい
SpO2 の値も、 個々の生徒ごとに違っています。
主治医への確認を十分に行うことが必要です。
呼吸障害への酸素療法で注意しなければなら
ないのは、 酸素投与により低酸素症は改善して

ಞ১ भିਔਡ
ੱٳටႈ೩दभಞ১मؚશਙऋপऌऎؚ6S2दभਖ਼ुिङऊखः؛ୢष
भનੳ॑ౄীपষअ؛
ٳళล૩षभಞ১दमؚಞଖपेॉಞඪमఒखथुؚৈຍफ़५ഷ
ඪमఒचङؚिखौப৲घॊ૭ચਙऋँॊ؛

ಞଖ ڀಞඪఒ ڀళลৡ K\SR[LF GULYH भৣ
ڀఌਞभৣ ڀৈຍफ़५ഷඪभාؚப৲
ಞઞ৷मਈ৵पधनीॊ

も、 そのために呼吸努力が低下し、 高炭酸ガス
血症は改善せず、 むしろ悪化させことです。 こ
れを避けるために酸素の使用量は最小限にとど
めることが原則です。 高炭酸ガス血症は外見で
はわかりませんが、 酸素投与により SpO2 が改

ৈຍफ़५ഷඪभ૭ચਙभॳख़ॵॡऋਏ
ళลऋਘः૾ଙदभৎऩಞઞ৷दमؚৈຍफ़५ഷඪ॑उजोૌऍ
ङपੂؚीमౄীऩಞ॑ઞ৷घॊ
ৈຍफ़५ഷඪ॑ൣअಞඪदमؚಞ১टऐदऩऎؚఌਞ॑ఒघॊञीभৌૢ১ق
િଵ৶ؚళลஂஃ഻ؚಓళลҴঐ५ॡधংॵॢؚযੵళลஓ১॑كষअ

善してもトロトロと傾眠状態で、 かつ心拍数は高
いという時には高炭酸ガス血症となっている可

能性を考えます。
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●呼吸障害が重くなると、 低酸素血症とともに、
高炭酸ガス血症をきたします。 脳性麻痺では初

ಞඪؚৈຍफ़५ഷඪभඪ૾
ഷัफ़५

加わるという経過が多く、 筋ジストロフィーなど
の筋疾患では、 低酸素血症と高炭酸ガス血症が
同時に出現してくるという経過をとることがほと
んどです。
低酸素血症がさほど強くなく SpO2 が 90％

ૻຎ
ુৢखञ
ඪ૾؞ਚৄ

台前半であっても、 高炭酸ガス血症になってい

難です。 高炭酸ガス血症では、 末梢血管が開く

؞ళล
ਂ؞༒
୍؞൱
؞ਔ૩
੶ق༨ৡৄ؞ਊৣك

؞ᄄဿ

ることもあります。
高炭酸ガス血症を外見から把握することは困

ಞഷඪ

ඪ૾ਚৄ

౮ऩॊ
ඪ૾؞ਚৄ

ので顔色はむしろ良くなります。 程度が強くなる

شঀ॔ॳ؞८
؞၌Ⴏ૩
؞ഷಓ
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ਂ؞༒
୍؞൱
؞ਔ૩
قൊ༒؞ሾᄨك
؞ᄄဿك
؞ຜჹधऎपᆐभ ດ ༞
ু؞भஷਅ
ಭयञऌஷਅ
؞ଳઋ৽୍ᇯ
؞؞ഷಓಊ

દম؟ళลਂ৸भজঁঅজॸش३ঙথSવൡेॉಅဍ॑੭थखૡൗ

と意識の障害 （炭酸ガス中毒、 CO2 ナルコーシ
ス） が来て、 傾眠状態 ・ 昏迷状態となりますが、

ているように見えても心拍数が高い場合には高炭酸ガス血症を疑いま

外見上、 眠っている状態との区別が困難です。

す。 しかし、 脳幹機能が低下していると心拍数が反応しないこともあり

脳幹の機能が保たれていれば心拍数が手がかり

ます。

となり、 呼吸が弱い状態で顔色の悪化がなく眠っ
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めは低酸素血症となり徐々に高炭酸ガス血症が

●脳性麻痺の重症児では、 高炭酸ガス血症が
徐々に進んでくる場合は、 体の代償機能がはた
らき、 かなり耐えられていることが多くありま

ৈຍफ़५ഷඪقৈ&2ഷඪك

す。 標準は 40 台である血液中の炭酸ガス分圧

ಞഷඪ

が 50 ～ 60 台であっても、 大きな問題は生じ

ৈຍफ़५ഷඪ

ないで過ごせていることが多く、 次のポイントが
重要です。
①平常の状態での高炭酸ガス血症の程度を把握
しておくことが必要たとえば、 普段は炭酸ガ
ス分圧が 40 位のケースが、 具合が悪くなっ
た時に炭酸ガス分圧が 60 となっていればそ
の状態は緊急事態であり、 気管内挿管を含め
積極的な治療を考える必要があります。 一方

ఌਞ
૩

Ⴜళลઈৣ
২Ⴜ
ਞᒡ ਞଵ੍ᙺඅ ऩन

ళลਙ॔३ॻش३५ ഷඪ
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で、 普段の炭酸ガス分圧が 60 位と高めであ
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るケースは、 不調となった時に炭酸ガス分圧

悪化を防ぐための積極的対応が必要。

が 60 であって、 呼吸については緊急事態で

高炭酸ガス血症が徐々にくる場合は、 炭酸ガス分圧が 60 ～ 70 位

はない。 このような判断ができるためにも、

でもすぐには問題が出ないこともありますが、 さらに悪化していくこと

普段の状態での炭酸ガス分圧を把握しておく

を避ける必要があります。 換気を改善する日常的援助をより積極的に

必要があります。

行い、 悪化が避けられない場合は、 人工呼吸器の使用が必要になりま

②徐々に炭酸ガス分圧が上がってくる場合は、

す。
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●在宅酸素療法では、 酸素濃縮器の使用がほと
んどですが、 液体酸素が使われていることも稀
にあります。
酸素の使用量が多い場合には、 酸素濃縮器を

୧ಞ১भਃஓ
ಞ෯ೠஓ

y ૬ਞরभಞق٫॑ك٫ਰप෯ೠखथஔ؛
y ወप৾ૅदऒो॑ઞ৷घॊॣش५ुँॊ؛
y ઐਗ਼౺ऋਏ؛

ಞথঋ

y ੱටႈ೩भनुदभಞ১दमॹঐথॻ্ૄقমযभลਞप়ॎ
चथลਞभৎभाಞऋोॊكदभઞ৷ऋःऋؚళลਂ৸भन
ुदमؚಞऋଞৎोॊ্ૄदभઞ৷ऋਏऩৃ়ऋऎؚजभञ
ीૅؚ৾दभಞথঋभઐఌऋਏपऩॊऒधऋऊऩॉँॊ؛
y ಞথঋभಞभଋभඥऋँॊऒध॑નੳखथउऎ؛
y ಞথঋઐఌৎपؚಞথঋमॅढऎॉ৫ऎق؛ৈಓभಞথ
ঋऊैਞपಞऋ৹ତஓपোघॊधಓೠऋে؛৹ତஓ
पጶؚఅীؚ॔ঝऩनऋँॊधౌघॊउजोँॉك؛
y மਢऋ॒दःऩःऊؚभोऋऩःऊؚ॑નੳ؛

学校に設置して使うこともあります。
学校で酸素使用を使用している児童 ・ 生徒で
は、 ほとんどが通常の酸素ボンベを使用してい
ます。
心臓疾患の子どもでは、 本人の吸気に合わせ
て吸気の時のみ酸素が流れるデマンド方式での
使用が多く、 その場合はボンベからの酸素の消
費は比較的少ないのですが、 呼吸不全の子ども
では、 酸素が常時流れる方式での使用がほとん
どで、 消費量が多くなるため、 学校での酸素ボ
ンベの交換が必要になることがかなりあります。
ボンベの酸素の残量の余裕がある状態にしてお
くことが大事です。

ั৬ಞ

y ั৬ಞॱথॡ॑ঽ୧पਝ઼؛পऌःऋਗ਼ਞमਂਏ؛
y ਗলৎमؚఝ৷भথঋपั৬ಞ॑ীିखथઞ৷؛
ั৬ಞभথঋभ্ऋৢؚଞभಞথঋेॉઞ৷૭ચৎमশऎؚ
৾ૅऩनदभઐఌभਏमऩः؛

ોྏ๑ͳحؽຌਕͺɼՒـͶۛͰ͜͵͏Γ͑Ͷқ

ボンベは、 ゆっくり開くのが安全です。
酸素療法の機器と本人は火気に近づけないように注意することは言
うまでもありません。

酸素ボンベ交換は看護師の役割ですが、 酸素
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●看護師でない教職員に認められている特定行
為は吸引と経管栄養のみです。 学校での酸素療
法や次の項で説明する人工呼吸器について、 看
護師がその管理を行います。 その上で、 看護師
ではない教職員が、 手伝いや見守りを行うこと
は差し支えありません。 看護師に全てを委ねる
のではなく、 看護師が中心となりながら教職員
も手伝いや見守りを行うという連携の中で実施
されるのが、 学校での医療的ケアが安全に確実
に行われるために望ましい在り方です。
酸素療法を学校でも継続している児童 ・ 生徒
について、 状態が安定していれば、 酸素ボンベ
を交換したり、 酸素の流量を指示通りに設定す

ઇ৩पेॊؚಞ১ृ
যੵళลஓ১भুःৄ؞ஹॉ
ಞ১ृযੵళลஓभଵ৶म่૧పऋଵ৶॑ষअ؛जभदؚୢపृ่૧పपे
ॊ॑ਭऐञઇ৩ऋুؚःृৄஹॉ॑ষअऒधम୷ख੍इऩः؛

ੳ્ষನਰਗभॣ॔पणःथؚ่૧పऋরੱधऩॉऩऋैؚ॑ਭऐञઇ
৩ुুःृৄஹॉ॑ষअधःअ৴भরदৰऔोॊऒधऋૅؚ৾दभୢॣ
॔ऋ৸पનৰपষॎोॊञीपऽखः؛
५ছॖॻ
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৾ૅपउऐॊୢॣ॔म่૧పऋরੱधऩॉৰऔोॊुभदँॊऋؚઇ
৩ु৾ૅୢ؞ୢॣ॔ୢृ่૧పऊैহप॑ਭऐؚಞลোಉ
॑ষढथःॊుుญেെभ૾ଙ॑ৄஹॊऒधृਃ༊ஓभृಎା॑ু
अऒधऩनऋઅइैोॊ؛ऒभेअऩৌૢ॑ষअৃ়पमैँؚऊगीؚు
ుญেെभ૾ଙभ৲पৌखथनभेअऩৌૢ॑धॊऊૅؚ৾ୢ؞ୢॣ॔
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るなどのことは、 基本的に看護師の役割ですが、
教職員が、 看護師の手伝いをすることは差し支

じた対応を検討することが大切です。

ているか、 児童 ・ 生徒の状態が安定しているか
などの見守りを教職員のみで行うことも、 差し

職員による手伝いや見守りのためのマニュアルやチェックリストをしっか

支えないと考えられます。 ですので、 状態が比

りと作成し、 安全かつ確実に行われるための指導を教職員が受けるこ

較的安定している児童 ・ 生徒について、 安易に

とも必要です。 そのような手順をしっかり踏みながら、 看護師と看護師

「酸素吸入等への対応は教職員ができない」 と

以外の教職員が連携しながらそれぞれの役割を果たしていくことが大

判断するのではなく、 児童 ・ 生徒の実態等に応

事です。

5. 人工呼吸療法
●人工呼吸器装着児の病態は多様です。
１． 中枢性呼吸障害 ［頸髄損傷、 延髄障害 ( キ
アリー奇形 ) など］
有効な自発呼吸はほとんどないため呼吸器へ
の依存度が高いです。
筋緊張の亢進によって胸郭の動きが阻害され
ることもあります。
２． 末梢性呼吸障害 ［脊髄性筋萎縮症、 筋ジス
トロフィーなど］
筋力の低下による呼吸運動障害です。 弱いな
がらも自発呼吸があり、 短時間ならば呼吸器
を外せることも多いのですが、 筋力低下は進
行性のことが多く呼吸器依存度は徐々に高く

যੵళลஓಎାుभ୰ଙभਙ
 রᆏਙళล૩⅑نᇈംؚభᇈ૩

य़॔জྜྷش ऩनه
થऩঽళลमऺध॒नऩःञीళลஓषभൂோ২ऋৈःदघ؛
൙ಸभᕓਤपेढथႼभऌऋ༛૩औोॊऒधुँॉऽघ؛

 ଜᎇਙళล૩نᏢᇈਙ൙Ᏸೠඪؚ൙४५ॺটইॕشऩनه

൙ৡभৣपेॊళลઈ૩दघ؛ൠःऩऋैुঽళลऋँॉؚಢৎऩै
यళลஓ॑ਗचॊऒधुःभदघऋؚ൙ৡৣमਤষਙभऒधऋऎళลஓൂ
ோ২मဉرपৈऎऩॉऽघ؛

 ཡृਞଵ੍भਃચ૩نཿਙཡ༇ؚਞଵ؞ਞଵ੍ໞ৲ඪऩनه

ళล൙पम౮ଞऋँॉऽच॒ऋؚਞଵعਞଵ੍عཡཝभਃચप౮ଞऋँॉऽघ؛
ಢৎऩैयళลஓ॑ਗचॊऒधुःदघ؛
ಞଖृؚళਞીଜभಓ॑ৈीपਝघॊऒधऋँॉऽघ؛

 ళลজঁঅজॸش३ঙথधखथभళลஓಎା

प੶گभ୰ଙदؚીళลஓ॑ਏधघॊమभ୰ଙदघఽ؛भाभ
ಎାऋःभदघऋؚဉرपಎାৎऋশऎऩॊऒधऋःदघ؛

なります。
３． 肺や気管支の機能障害 ［慢性肺炎、 気管 ・
気管支軟化症など］

与や、 呼気終末の圧を高めに設定することがあります。
４． 呼吸リハビリテーションとしての呼吸器装着

呼吸筋には異常がありませんが、 気管～気管

主に上記３. の病態で、 終日呼吸器を必要とする前段階の病態です。

支～肺胞の機能に異常があります。 短時間な

夜間のみの装着が多いのですが、 徐々に装着時間が長くなることが

らば呼吸器を外せることも多いです。 酸素投

多いです。
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主治医による指示、 保護者への確認、 学校医や指導医も含めた学校
内での確認検討、 安全に行えるための条件整備などの手順を踏み、 教

第Ⅳ章

えありません。 酸素チューブが確実に接続され

●前スライドでも述べたように、 重症心身障害
児の人工呼吸器の適応は拡大しています。
筋緊張亢進、 誤嚥 ･ 感染、 側弯進行に伴い、
呼吸障害は経年的に悪化していき、 気管切開、
酸素投与そして最後に呼吸器療法と医療的ケア
は増えていくことが多いです。
しかし、 呼吸器を装着するということは必ずし
も最後の段階ではありません。
気管切開を行っていなくても行える非侵襲的
（マスク式） 人工呼吸療法を気管切開の前段階
として導入することがあります。

ඪੱମ૩ుभযੵళลஓभిૢ
যੵళลஓ॑ಎାघॊधःअऒधम
ङखुਈभమदमँॉऽच॒؛
ਞଵજ৫॑ষढथःऩऎथुষइॊశ
قঐ५ॡૄكযੵళล১॑ਞଵજ৫भ
మधखथোघॊऒधऋँॉऽघ؛
ళลজঁृళล૩भਤষ೪भ௴ਡऊै
ཡभ૾ଙऋபऎऩॊृؚళลચऋँ
ॊपযੵళลஓ॑োघॊऒधुँॉऽ
घ؛

᮶ਙ๊ᮾ
൙ಸᕓਤ
ෙᚢҩഉ

ડ

ܒଫःమदযੵళลஓো॑ষअ্ऋؚ
ટपमؚযੵళลஓৎ॑ॉऩऋैؚ
ेॉশऎౄৰखञেણऋষइॊऒधऋँॉऽघ؛

ਞଵજ৫
ಞ
যੵళลஓ

また、 呼吸リハや呼吸障害の進行抑制の観点
から、 肺の状態が悪くなる前や、 呼吸予備能が

このように早い段階で人工呼吸器導入を行う方が、 結果的には、 人

ある間に人工呼吸器を導入することもあります。

工呼吸器離脱時間を作りながら、 より長く充実した生活が行えることが

第Ⅳ章

あります。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●人工呼吸器療法が、 どうして呼吸リハ すなわ
ち 呼吸機能維持療法になるのか説明します。
１） 人工呼吸器を装着すると、 自発呼吸の状態
よりも、 換気量が大きくなります。
その結果、 無気肺や肺炎予防になります。 1
日 1 時間程度の使用でも呼吸リハビリテー
ションとしての効果があります。
２） 夜間に人工呼吸器を装着すると、 呼吸筋を
休ませることができます。
その結果、 日中の呼吸状態が改善し、 生活の

ళลজঁ घऩॎठ ళลਃચ১धखथभযੵళล১
 ঽళลभ૾ଙेॉुؚఌਞऋপऌऎऩॉऽघ؛
ܒ૮ਞཡཡ༇ଆपऩॉऽघ؛
ܒৎங২भઞ৷दुళลজঁঅজॸش३ঙথ
धखथभટऋँॉऽघ؛
 ఽभઞ৷पथؚళล൙॑೬ऽचॊऒधऋदऌऽघ؛
ܒরभళล૾ଙऋఒखऽघ؛
قেણभସभك
 ෞਞଵજ৫भుदमؚళลஓಎାपेॉਞऋ
েखؚᏹัෙᚢऋखऽघ؛
ܒछौणऌऋखลਬᄄ২ऋखऽघ؛
قෙᚢਙཡ༇জ५ॡभৣك

質が向上します。
３） 単純気管切開の児では、 呼吸器装着により
上気道流が発生し、 唾液誤嚥が減少します。
その結果、 ぜろつきが減少し吸引頻度が減少

します。 また、 誤嚥性肺炎のリスクが低下します。
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።
୍
ଢ

ਞ
ଵ

●器械を用いて換気を補助する人工呼吸器療法
について説明していきます。
人工呼吸器療法には、 大きく２種類あります。
１つ目は、 非侵襲的人工呼吸器療法です。

శ഻ಓఌਞ১قঐ५ॡૄళลஓ১ك

1RQ LQYDVLYH 3RVLWLYH 3UHVVXUH9HQWLUDWLRQ ؟1339

ਞଵજ৫॑चङपؚ࿀ঐ५ॡृ࿀ઠঐ५ॡऩन॑ৢखथఌਞ॑ଓஃघॊ১ਃஓ
म॥থঃॡॺदଡ଼ु३থউঝع؛ৎங২भౄਗ਼ਃચँॉ؛

鼻だけのマスク、 あるいは鼻と口をおおうマ

࿀ঐ५ॡ

ᚉဇৎभজ५ॡऋ
ऎؚਭऐোोै
ोॊॣش५दम
भउ५५ও؛

スクを通して、 コンパクトな呼吸器によって換気
を補助します。
・ マスク式呼吸器療法と言われることもありま

ইख़ॖ५ঐ५ॡ
قઠ࿀ঐ५ॡك

す

ਭऐোोृघः؛
ञटखؚᚉဇৎभ
জ५ॡँॉିਔ؛

・ 英語の頭文字から NPPV や NIPPV と呼ば
れることもあります。
・ また、 代表的な器械の名前から、 バイパップ

ஓ༊ম৬ 

ିਔਡٕঐ५ॡभનৰदిજऩಕ
؞ঐ५ॡभङोृؚमङोपेॊ૬ਞभो
؞ঐ५ॡपेॊؚຜჹषभಓؚἜᯇ

؞ಕ৷ংথॻपेॊຜჹभಓؚം
؞ঐ५ॡऊैोॊ૬ਞपेॊཽभᄩ

療法 (BiPAP) と呼ばれることもあります。
マスクによる皮膚への圧迫や褥瘡、 固定用バンドによる皮膚の圧迫、
有効な換気を得るために、 マスクのずれや、

損傷、 マスクから漏れる空気による眼の乾燥に注意が必要です。

第Ⅳ章

はずれによる空気の漏れに注意します。

（NPPV) には気管切開下での侵襲的呼吸器療
法とは異なる意義があります。
１） 気管切開を回避しながら呼吸リハを行うこと
ができます。
①肺胞を膨らませて１回換気量を増やすこと
ができます。
②肺胞を膨らませて排痰を促すことができま
す→排痰補助装置を併用するとより効果的で
す。
２） 進行性の神経筋疾患の呼吸障害に対して気

శ഻ಓఌਞ১قঐ५ॡૄళลஓ১ك

1RQ LQYDVLYH 3RVLWLYH 3UHVVXUH9HQWLUDWLRQ ؟1339

 ਞଵજ৫॑ೂखऩऋैళลজঁ॑ষअऒधऋदऌऽघ؛
⋇ཡཝ॑กैऽचथڭఌਞ॑ੜृघ
⋈ཡཝ॑กैऽचथൾᮽ॑യघڀൾᮽଓஃಎ઼॑ಡ৷घॊधટ

 ਤষਙभઋ৽൙ႈ೩भళล૩पৌखथ
ਞଵજ৫॑ೂघॊ্১पऩॉइऽघ؛

ఽڀभा1339
ڀી1339
ڀڀڀقฎ॒टଜपਞଵજ৫खथभযੵళลஓपऩॊऒधुँॉऽघك

管切開を回避する方法になりえます。
→夜間のみ NPPV →終日 NPPV →悩んだ
末に結局気管切開しての人工呼吸器になるこ

भਔଝ

ともあります。
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医療的ケア児の看護ケアの実際

●非侵襲的陽圧換気療法 （マスク式呼吸器療法）

● 2 つ目は、 気管切開下人工呼吸器療法です。
TPPV と略したり、 侵襲的人工呼吸器療法 （気
管切開下陽圧人工呼吸） と呼ぶこともあります。
気管切開をして、 そこに気管カニューレを挿
入し、 カニューレと人工呼吸器を呼吸器回路で
つなげて人工呼吸を行う呼吸療法です。
気管切開下陽圧人工呼吸 (TPPV) は、 気管
カニューレの装着により、 安定した気道の確保と
呼吸の補助が可能になります。
しかし、 気管出血 ・ 肉芽 ・ 潰瘍などの気管カ
ニューレの合併症や、 会話がしづらいなどの短
所があります。

যੵళลஓ১قਞଵજ৫ৣ഻ಓযੵళลك
7339 7UDFKHRVWRP\ 3RVLWLYH 3UHVVXUH 9HQWLODWLRQ 

ਞଵજ৫ৣ഻ಓযੵళล 7339 मؚਞଵढ़ॽগشঞभಎାपेॉؚखञਞभ
ન৳धళลभଓஃऋ૭ચपऩॉऽघ ؛खऊखؚਞଵলഷ؞࿈؞ንᯂऩनभਞଵढ़
ॽগشঞभ়ಡඪृؚভਵऋखतैःऩनभಢਚऋँॉऽघ؛
ਞଵજ৫
ढ़ॽগشঞ

ਞଵજ৫
ढ़ॽগشঞ

যੵ࿀

ইঞॵॡ५
ॳগشঈ
যੵ࿀

ఃૅৎपमؚళลஓृลਬஓ॑ংॠृش
ᇼभৣप࿌ൗखؚଡ଼॑ংॠृشମ
৬पಕखथखऽघ؛ਸဒஓ॑ઞ৷
खऩःৃ়मؚইঞॵॡ५ॳগشঈपళ
ลஓ৷भযੵ࿀॑ಎାखऽघ؛

ళลஓ
ଡ଼

ลਬஓ
ళลஓ
ম৬

登校時には、 人工呼吸器や吸引器をバギーや
車椅子の下に搭載し、 回路をバギーや身体に固
定して移動します。

写真のように加湿器を使用しない場合は、 フレックスチューブに呼吸
器用の人工鼻を装着します。

第Ⅳ章
●人工呼吸器の構造は、 人工呼吸器の機種に
医療的ケア児の看護ケアの実際

よって異なります。
人工呼吸器が同じでも設定が異なるため、 人

যੵళลஓभखऎाقધఐॸय़५ॺेॉك

工呼吸器の構造、 回路と圧チューブの組み方、
人工呼吸器設定の意味とアラームの意味などに
ついて、 人工呼吸器業者などから個別に説明し
てもらうのがよいと思います。

ళลஓभਃரपेढथଡୗऋ౮ऩॉؚ
ళลஓऋगदुਝऋ౮ऩॊञीؚ
ళลஓभଡୗؚଡ଼धಓॳগشঈभੌा্ؚ
ళลஓਝभਔधҵӛҴӕभਔऩनपणःथؚ
ళลஓऩनऊैશपହखथुैअभऋेः؛
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●この写真は、 実際に人工呼吸器を装着してい
る場面です。
①呼吸器本体から出てくる呼気は②バクテリ
アフィルターを介して③青い吸気回路を通って④
加温加湿器に入り加湿されます。
④加温加湿器によって加湿された吸気は⑤青
い吸気回路によって⑥フレックスチューブを介し

যੵళลஓଡ଼قਸആਸဒஓँॉكभ
⋍ਞଵढ़ॽগشঞ

ଡ଼
ആ২७থ१ش
क़ड़ॺشॱشছॵ
উभ৻ॎॉपऒऒ
ऊैଡ଼ᅙऋ
লथऎॊॱॖউ

レから⑧フレックスチューブを介して⑨白い呼気
回路を通って大気中に排出されますが、 途中に
⑩呼気弁があり、 呼気終末に設定された陽圧が

⋏ళਞଡ଼ ஜ

⋐ళਞఉ

ইঞॵॡ५ॳগشঈڀళਞఉ

ళਞఉॳগشঈ

て⑦気管カニューレに繋がり、 体内に入ります。
体内から排出された呼気は、 ⑦気管カニュー

⋌⋎ইঞॵॡ५
ॳগشঈ

⋊ਸആਸဒஓ
ਸဒஓभႪ
⋋ลਞଡ଼ ஒ

ਸဒஓ╒ইঞॵॡ५ॳগشঈ

⋇ళลஓম৬

⋉ลਞଡ଼ ஒ
ళลஓ╒ਸဒஓ

⋈ংॡॸজ॔
ইॕঝॱش

かかるようになっています。
回路内の水滴は回路の途中にあるウオーター
トラップに溜めるタイプの呼吸器もありますが、

な器具が、 緩みなくしっかりと接続されているかの確認が大事です。

この呼吸器は呼気回路から直接回路内水滴が出
回路の中に水がたまっていないか、 ねじれたり折れたりしていないか
の確認も必要です。
回路 （蛇管などのチューブ） と他のいろいろ

医療的ケア児の看護ケアの実際

●人工呼吸器の加温加湿器とウォータートラップ
に関する注意点を説明します。
左側は、 空気を温め加湿してから体に送るた
めの加温加湿器です。 私たちの鼻や口にあたり

ਸആਸဒஓधक़ज़ॺشॱشছॵউ
ి২ऩആ২धဒ২ऋ৳ञोॊ

ਗলৎभযੵ࿀ઞ৷

ऋऩऎऩढथ
ःऩःऊିਔآ

ます。
加湿器の水槽の水が少なくなっていないか確
認します。
加温加湿器のヒーターとそれに近い部分が熱

ਸആਸဒஓऋൊःञॉؚ
क़ज़ॺشॱشছॵউप
ऋञऽॉૌऍथؚ
ଡ଼पऋোॊध૫آ

くなっていることがあるので、 やけどに注意が必
要です。
外出時には、 加温加湿器のかわりに人工呼吸
器回路とフレキシブルチューブの間に、 人工鼻

شॱشীऩनऋ
ऎऩढथःॊऒधऋँ
ॉृؚऐनपିਔ

क़ज़ॺشॱشছॵউऊैऋ
ଡ଼पोऩःेअपିਔآ
قਜ਼઼धؚभك
ল๕؟ௐেௌ௮ৱમ॑

を組み込んで使用することもありますが、 人工
鼻では加温加湿が不充分なため、 通所や学校な

めたり加湿した空気は回路内で結露を生じます。 この水滴が気管内に

どでも加温加湿器を使用することが多くなって

入ってしまわないように、 このウォータートラップに余分な水分は落ちて

います。

たまるようになっています。

加温加湿器が傾いたり倒れて、 中の水が人工
呼吸器回路に流れ込まないように注意が必要で
す。

ウォータートラップの位置が上の方にあったり、 水がたまり過ぎてしま
うと、 回路に水が入ってしまい危険です。
ウォータートラップの水がたまったら、 家族や医療職が捨てますが、
その際、 蓋をきっちりと閉めないと空気が漏れて換気量が低下しますの

右側にあるのが、 ウォータートラップです。 温

で注意します。
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てくるようになっています。

●人工呼吸器の設定や表示は個々に異なりま
す。 その中でも、 確認しておくべきことは
・ 電源スイッチの位置
・ 使用している電源の種類の表示 ： 校内では交
流電源が使用されていることを確認します。
・ 各種アラーム表示の位置、 アラーム消音ボタ
ンの位置。
・ 実測値の表示 ： 設定によっても異なりますが、
一般的には気道内圧、 呼吸回数、 1 回換気量
などが示されます。

رभళลஓदનੳखथउऎसऌऒध
 ٴਗ਼౺५ॖॵॳभਜ਼઼
 ٴઞ৷खथःॊਗ਼౺भரథभં

ૅदमઐਗ਼౺ऋઞ৷औोथःॊऒध॑નੳ
ಓ

 ٴர॔ছشંभਜ਼઼

ਾ

॔ছشఠॱথभਜ਼઼

 ٴৰகभં

قਞಓ ళลਯ ڭఌਞऩनك

第Ⅳ章

●人工呼吸器には様々な警報 （アラーム） があ
ります。
人工呼吸器の機種によってアラーム表示が異

医療的ケア児の看護ケアの実際

なるので個々に学習する必要ありますが、 主な
アラーム表示とその原因について説明します。
低圧 ・ 無呼吸 ・ 回路外れなどの表示は、 気管
カニューレと回路の接続外れや気管カニューレの
抜去、呼吸器回路の破損や脱落などが原因です。
分時換気量上限 ・ 1 回換気量上限などの表示
は、 気管カニューレと回路の接続外れや、 気管
カニューレ抜けかかっていたり、 筋緊張低下やカ
ニューレ固定の緩みによるリークの増加が原因で
す。

ళลஓभ॔ছشभਔघॊऒध
॔ছشં

ਃரपेढथ॔ছشંऋ౮ऩॊभदرप৾ಆघॊਏँॉ

ಓ ૮ళล
ଡ଼ਗो

ਞଵढ़ॽগشঞधଡ଼भமਢਗो
ళลஓଡ଼भृ

ীৎఌਞ
ఌਞ

ਞଵढ़ॽগشঞधଡ଼भமਢਗो ਞଵढ़ॽগشঞ௷ऐऊऊॉ
൙ಸৣृढ़ॽগشঞಕभापेॊজشॡभੜਸ

ৈಓ

Ꭼा අऒैइ
ళลଡ଼ृಓছॖথॳগشঈभ൷ኋ
ਞଵढ़ॽগشঞभ൷ኋ

ীৎఌਞৣ
ఌਞৣ

ਞभᮽ൵ऽॉ
ਞଵढ़ॽগشঞഈभਜ਼઼ਂଐपेॊఌਞਂଐ
ಸᕓਤऩनपेॊႼ॥থউছॖ॔থ५भৣ

$&ਗ਼౺ਂଐ
ংॵॸজ

ਗ਼౺উছॢभमङोؚংॵॸজর

ਞଵढ़ॽগشঞ௷ு

高圧アラームは、 咳込み、 息こらえ、 呼吸回
路や圧ラインチューブの閉塞、 気管カニューレの
閉塞が原因です。
分時換気量下限 ・ 1 回換気量下限などの表示

郭コンプライアンスの低下が原因です。
AC 電源不良・バッテリなどの表示は、電源プラグがはずれて内蔵バッ
テリが作動している状態を示します。

は、 気道の痰詰まり、 気管カニューレ先端の位
置不良による換気不良、 緊張亢進などによる胸
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●人工呼吸器には様々な実測値が表示されます
が、 その中でも、 人工呼吸器による換気状態を
推定できる指標として有用なのが、 「1 回換気
量 （Vti）」 あるいは 「分時換気量」 です。
子どもの人工呼吸器の設定は、 高い吸気圧で
肺を損傷させることがないよう、 吸気圧の上限
を設定し、 設定以上の圧がかからないよう送気
量を調節しています。 咳き込みなどの急激な圧
抵抗が生じない限り、 高圧アラームは鳴りませ
ん。
そのため、 気道に痰が貯まっていたり、 気管
カニューレの位置が不適切であったり、 胸郭のコ
ンプライアンス （動き） が低下していたりすると、

ళลஓपेॊఌਞ૾ଙ॑दऌॊఏ

ఌਞ
ق9WLك

ँॊःम

ীৎఌਞ

৵ుभళลஓभਝमؚৈःลਞಓदཡ॑ംऔचॊऒधऋऩःेअؚลਞಓभ
॑ਝखؚਝਰभಓऋऊऊैऩःेअଛਞ॑৹තखथःऽघ؛
قᎬऌाऩनभౕऩಓಿऋেगऩःॉؚৈಓ॔ছشमॉऽच॒ك
जभञीؚਞपᮽऋฅऽढथःञॉؚਞଵढ़ॽগشঞभਜ਼઼ऋਂిજदँढञ
ॉؚႼभ॥থউছॖ॔থ५قऌكऋৣखथःञॉघॊधؚఌਞऋৣखथ
ऌऽघ؛

ఌਞਂଐ॑ખघॊఏभणधखथఌਞऩःखमীৎఌਞमથ৷दँॉؚ
৹भଐःৎभఌਞऩःखमীৎఌਞ॑ఏपखथؚఌਞ૾ଙभப৲॑ଫ
पཔघॊऒधऋदऌऽघ؛

換気量が低下してきます。
良い時の 1 回換気量ないしは分時換気量を指標にして、 換気状態の悪
換気不良を反映する指標の一つとして 1 回換

化を早期に把握することができます。
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気量ないしは分時換気量は有用であり、 調子の

最も多いのは、
１． 回路に関するヒヤリ ・ ハットです。
回路外れ（非常に多いです）、回路接続の緩み、
圧ラインの外れなどは、 看護師でなく
てもその場にいる職員が速やかに接続するこ

ళลஓঢ়৴भখজॺॵঁ؞হ
؝ڭଡ଼ঢ়બ
 ଡ଼ਗोقశଞपः كଡ଼மਢभा
ଡ଼قਔਗपःك
ಓছॖথभਗो
่૧పदऩऎथुजभৃपःॊ৩ऋசृऊपமਢघॊऒधऋऽोॊ

とが望まれます。 回路破損も意外に多いです。

 ళਞএॺشभ൷ኋقિॱ؞ड़ঝَڀكଡ଼জشॡৣُभં
่૧పਰਗभ৩ुଡ଼पৌघॊਔ॑णਏँॉ

姿勢 ・ タオルなどで呼気ポートが閉塞すると

 ଡ଼भੌाୀइ
ৢ৾র ਸဒஓ૮ ध৾ૅ ਸဒஓથ द౮ऩॊଡ଼॑ઞ৷घॊহ

「回路リーク低下」 の表示がでます。 看護師以
外の職員も回路に対する意識を持つ必要あり
ます。
通学中 ( 加湿器無 ) と学校 ( 加湿器有 ) で異
なる回路を使用する事例では、 回路の組み間

؝ڮਸဒஓঢ়બृଡ଼भᅙ
 ਸဒஓभႪਂଌ؞ਗ਼౺োोພो

 ళਞఉषभᅙฅपेॊಓ॔ছش
 যੵళลஓম৬षभᅙোقಓॳগشঈभᅙك
 যੵళลஓইॕঝॱشषभᅙোقଡ଼भᅙك
 ਸဒஓभൊऌ؞ૡपेॊଡ଼षभো
৾ૅदुਸဒஓଡ଼भযੵళลஓदૌओघनुऋੜइथऌञ

違えが生じる可能性があります。
人工呼吸器本体への水滴混入 （圧チューブの水滴）
次に多いのは、
２． 加湿器関係や回路内の水滴に関するヒヤリ ・

人工呼吸器フィルターへの水滴混入 （回路内の水滴）
加湿器の傾き ・ 転倒による回路内への水流入

学校内でも加湿器

ハットです。

回路の人工呼吸器で過ごす子どもが増えてきたので、 呼吸器本体だけ

加湿器の蒸留水不足 ・ 電源入れ忘れ

でなく、 加湿器や回路内の水滴の扱いに関する知識も必要です。

呼気弁への水滴貯留による低圧アラーム
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●呼吸器関連のヒヤリ ・ ハット事例を示します。

●呼吸器関連のヒヤリ ・ ハット事例の続きです。
３． 呼吸不全に関するヒヤリ ・ ハットもあります。
粘調痰の詰まりによる SpO2 低下をおこし、
バギングや吸引繰り返して回復した事例があ
ります。 人工呼吸器装着児は排痰が苦手なの
で、 排痰ケアが重要課題です。
学校で人工呼吸器を外して過ごす生徒が呼吸
不全をおこし、 バギングしたのち人工呼吸器
を装着した事例、 人工呼吸器を外して過ごす
ことで気道の加湿が不良になり、 痰詰まりを
おこし、 バギング吸引を繰り返したところ、 バ
ギングで血中二酸化炭素が低下して 自発呼
吸が消失し、 車椅子に登載していた人工呼吸
器を装着した事例などがあります。

؝گళลਂ৸

 འ৹ᮽभ൵ऽॉपेॊSpO2ৣڀংॠথॢลਬॉନख୮

যੵళลஓಎାుमൾᮽऋౙুڀൾᮽॣ॔ऋਏୖ

 ৾ૅदযੵళลஓ॑ਗखथૌओघেെभళลਂ৸ڀংॠথॢڀযੵళลஓಎା
 যੵళลஓ॑ਗखथૌओघऒधदਞभਸဒਂଐڀᮽ൵ऽॉڀংॠথॢลਬڀংॠথॢद
ഷর৲ຍಞऋৣखঽళลଷڀযੵళลஓಎା
ঽ୧दमళลஓ॑ઞ৷खथःॊऋ৾ૅदमযੵళลஓ॑ਗखथেણखथःॊহऋँॊ

؝ڰਞଵજ৫ढ़ॽগشঞঢ়બ
 ਞଵढ़ॽগشঞ௷ு

 ਞଵढ़ॽগشঞभᮽ൵ऽॉ൷ኋ
 ਞଵढ़ॽগشঞभऌपेॊ൷ኋ
যੵళลஓभৌૢमਞଵढ़ॽগشঞषभৌૢऋदऌॊऒधऋপदँॊ

؝ڱಞঢ়બ

 ಞথঋभ੪ዟ؞ੑ؞ಞॳগشঈ
 ෯ೠஓभਗ਼౺
ಞথঋपम॔ছشਃચऋऩःभद৯ଳदभનੳऋਏ

自宅で

は呼吸器を装着しているが学校内では人工呼

ハットもあります。

吸器を外して生活する事例では、 呼吸不全に

人工呼吸器の対応は気管カニューレへの対応ができることが大前提
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なるリスクが少なからずあります。
４． 気管カニューレ抜去、 気管カニューレ内の

となります。
５.   酸素ボンベの元栓 ・ 流量計 ・ 酸素チューブ、 濃縮器の電源など酸

痰詰まり閉塞、 気管カニューレの向きによる

素関係のヒヤリ ・ ハッ トもあります。

閉塞など、 気管切開カニューレ関係のヒヤリ ・

酸素ボンベにはアラーム機能がないので目視での確認が必要です。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●学校生活における呼吸器関連のヒヤリ ・ ハット
事例の中で多いのは、 人工呼吸器回路および加
湿器の取扱いに関するヒヤリ ・ ハットです。
学校生活では、 車椅子と床面との移乗や体位
変換が多いため、 回路のゆるみや脱落、 呼気ポー
ト ・ 呼気弁の閉塞に注意する必要があります。
低体温が顕著だったり痰が粘調な子どもでは、
学校内でも加湿器回路を使用することが増えて
きました。
そのため、 加湿器回路や人工呼吸器回路内の

ళลஓଡ଼उेलਸဒஓभඞः
ૅ৾ٮেણदमؚᇼध෫એधभଭृ৬ਜ਼ఌऋ
ःڀ؛ଡ଼भॅॊाृؚళਞএ؞ॺشళਞఉभ൷
ኋपିਔآ
ٮ৬ആऋႀ෩टढञॉᮽऋའ৹ऩनुदमૅؚ৾
दुਸဒஓଡ଼॑ઞ৷घॊऒधऋँॊڀ؛ਸဒஓଡ଼
ृଡ଼भ່भిજऩு্১पणःथ৾ಆघॊ
ਏऋँॊ؛
ٮঽ୧ध৾ૅधभभরमؚਸဒஓଡ଼भऽऽਗ਼౺
॑োोङपఃૅखथऎॊॣش५ऋःऋؚরमয
ੵ࿀હऌਗল৷ଡ଼दఃৣૅखؚఃૅपਸဒஓଡ଼
पੌा౹इॊॣش५ुँॊ؛

結露の適切な除去方法について学習する必要が
あります。
また、 自宅と学校との間の移動中は、 加湿器

ਗলৎभযੵ࿀ઞ৷

ళਞএॺش

ళਞఉ

ਸആਸဒஓ

ਸဒஓଡ଼पෙढथযੵ
࿀॑ಎାघॊधযੵ࿀भ
ਞಿऋಊखఌਞ
ऋৣघॊभदିਔघॊ؛
ਛফ২ ৵ు୧ୢपঢ়घॊয౫ಆভ५ছॖॻेॉ

回路のまま電源を入れずに登校してくるケース
が多いのですが、 移動中は人工鼻付き外出用回

回路に誤って人工鼻を装着すると人工鼻の気道抵抗が上昇し換気量が

路で登下校し、 登校後に加湿器回路に組み替え

低下するので注意します。

るケースもあります。 そのような場合、 加湿器
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●人工呼吸器装着児が酸素飽和度が低下した時
のチェックポイントを示します。
まず子どもの様子をみましょう。

ళลஓಎାుऋಞᆳਮ২ऋ
ৣखञৎभॳख़ॵॡधৌૢ

人工呼吸器の作動は正常か？

ٮऽङनुभ॑ाॊ

人工呼吸器アラームは？

ٮళลஓभमਫଞऊء

低圧の時 ： カニューレ抜去や人工呼吸器回路

ٮళลஓ॔ছشमء
ಓभৎ ؟ਞଵढ़ॽগشঞ௷ுृଡ଼ਗोऋऩःऊء
ఌਞৣقৈಓ॔ছشك
؟ᮽपेॊᒡؚਞଵढ़ॽগشঞभਜ਼઼ृऌऋਂిજ
মযभ൙ಸᕓਤؚଡ଼່

外れがないか？
換気量低下 （高圧アラーム） ： 痰による狭窄、
気管カニューレの位置や向きが不適切、 本人の
筋緊張亢進、 人工呼吸器回路内結露。
ゼロゼロしていて痰が溜まっていないか？→吸
引します。

ٮ८ট८টखथःथᮽऋᆙऽढथःऩःऊڀءลਬ

ٮ८ট८টखऩःऋళลఠऋൠऎऩःऊڀءংॠথॢลਬ
ٮಞॳগشঈऋਗोथःऩःऊء
ڀಞথঋपम॔ছشऋऩःؼ

ゼロゼロしないが呼吸音が弱くないか？→バギ
ング吸引します。
酸素チューブが外れていないか？→酸素ボン

ベにはアラームがありません。

だけでは対処できません。
医師や看護師のできる排痰介助には様々あり
去は、 胸郭圧迫による咳介助 ( 呼気介助） や、

ళลஓಎାుमൾᮽऩుऋःञीลਬटऐदमৌ૪दऌऽच॒؛
رऩళลজঁঅজभুૼदൾᮽ॑യघऒधपऩॉऽघ؛

気管圧迫による咳嗽誘発、 排痰補助装置などが
有効です。
末梢にある痰の移動には、 体位ドレナージ、
スクイージングなどの呼吸リハビリ的アプローチ

؞ႼಓपेॊᎬஂஃ ళਞஂஃْكళลজঁٓ

র
র
ᆏ
ᆏ
ડ
ડ

が有用ですが、 アンビューバックによる加圧換気
も排痰介助として有用です。
用手換気に慣れてくるとバックの硬さや胸の

؞ਞଵಓपेॊᎬᚍා
؞ൾᮽଓஃಎ઼ق0HFKDQLFDO,Q([VXïDWLRQ
؞৬ਜ਼ॻঞॼش४ْళลজঁٓ
؞५ॡॖش४থॢْళลজঁٓ

ଜ
ଜ
ᎇ
ᎇ

上がり方で気道狭窄 ( 痰の詰まり程度） がわか

॔؞থঅগشংॵॢपेॊਸಓఌਞڀಸৎৌૢपुऩॊ

ময৷भ॔থঅগشংॵॢ॑ଞपఝखऽखॆअ؛
৷ুఌਞपຯोथऎॊध॔থঅগشংॵॢभໂऔृभऋॉ
্दਞᒡ ᮽभ൵ऽॉங২كऋॎऊॊेअपऩॉऽघ؛

るようになります。

●特別支援学校における人工呼吸器装着児受け
入れに必要なことは、 教職員の主体性です。
校内に複数の対象児がいる場合、 看護師は
子どもの傍に常時いられるわけではありません。
教職員が子どもの状態や呼吸器を理解してい
ないと、 適切なタイミングで看護師を呼ぶこと
ができません。
教職員が主体的に関わりながら、 必要な場面

્શ੍ର৾ૅपउऐॊ
যੵళลஓಎାుਭऐোोपਏऩऒध
 ૅपളਯभৌుऋःॊৃ়ؚ่૧పमनुभວपଞৎःैोॊॎ
ऐदमँॉऽच॒؛
 ઇ৩ऋनुभ૾ଙृళลஓ॑৶ੰखथःऩःधిؚજऩॱॖথॢ
द่૧ప॑ళवऒधऋदऌऽच॒؛
 ઇ৩ऋ৬पঢ়ॎॉऩऋैؚਏऩৃએद่૧పऋରஃघॊधःअ
৴৬ऋਏदघ؛

で看護師が援助するという連携体制が必要で
す。

যੵళลஓभଵ৶म
่૧పटऐदৌૢघॊभदमऩऎ
ઇ৩भੈৡ॑੭थৰखऽखॆअ؛

人工呼吸器の管理は看護師だけで対応するの
ではなく、 教職員の協力を得て実施しましょう。
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ますが、 上気道により近い中枢側にある痰の除

رऩൾᮽभ੍ର
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●人工呼吸器装着児は排痰困難な児が多く吸引

6. 経管栄養
６- １

誤嚥と経管栄養

●脳性まひや神経筋疾患などのために摂食 ・ 嚥
下機能に障害があり、 経口摂取が不可能ないし
は、必要十分な量の経口摂取ができない場合や、

৽ଵ౭ുऋਏधऩॊ୰ଙ

嚥下機能の低下により誤嚥が許容範囲を超えた

 ၭ୫؞ᚢৣਃચ૩ ऋూବपँॉऽघ؛

場合に経管栄養が必要となります。

 ౼ਙऽऱृઋ৽൙ႈ೩ऩनभञीपၭ୫؞ᚢৣਃચप૩ऋँॉ৽ؚ
ઠၭऋਂ૭ચदँढञॉؚਏેীऩभ৽ઠၭऋदऌऩःৃ়؛

病態は様々ですが、 経管栄養に至る経過には
以下の３つが考えられます。
１） 嚥下機能障害が重度で、 幼少期から経管栄
養を行っている。
２） 摂食 ・ 嚥下機能に大きな障害はないが、 認
知の偏りなどから充分量の経口摂取ができな
い。
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３） 加齢に伴う嚥下機能の低下で誤嚥が顕著に

 ᚢৣਃચभৣपेॉෙᚢऋಅઍ೧॑தइञৃ়؛

كᚢৣਃચ૩ऋ২दؚऊै৽ଵ౭ു॑ষढथःॊनु؛
كၭ୫؞ᚢৣਃચपপऌऩ૩मऩःऋؚੳੴभုॉऩनऊैౄী
भ৽ઠၭऋदऌऩःनु؛
كਸೡपൣअᚢৣਃચभৣदෙᚢऋႀ෩पऩॉؚઓஐႃऊै৽ଵ
౭ുऋਏपऩढथःॊनु؛
 ৽ઠၭध৽ଵ౭ു॑ಡ৷घॊऒधऋःदघ؛

なり、 思春期頃から経管栄養が必要になって
いる。

養を摂取する』 目的の他に、 『味わい食べる人生の楽しみ』 『介助する

いずれの場合も、 経口摂取と経管栄養を併用

人との相互作用の場』 という意味があるため、 無理のない範囲で経口

することがあります。 口から食べることは 『栄

摂取を併用することが望まれます。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●誤嚥とは、 嚥下の機能に問題があり、 本来、
口腔から食道、 胃、 腸へと流れていくべき 「食
物や水分」 や、 『唾液や口の中の細菌』 などが、
誤って気管内に流れ込んでしまう状態を言いま
す。

ෙᚢधमء
মਟؚઠᒷऊै୫ؚ၌ؚႯषधोथःऎसऌَ୫ृীُृَᏹั
ृઠभরभ༳ُऩनऋෙढथਞଵपो॒दखऽअ૾ଙदघ؛

左の図で空気の通り道を青線で示し、 食物の
通り道を赤線で示しています。 咽頭で交叉して
空気は気管から肺へ、 食物は食道から胃に送ら
れます。

૬ਞभ
ৢॉ

୫

୫

ድ୍

右の図のように食物が食道だけでなく気管に
も流れ込んでしまう状態を誤嚥と言います。

ਞଵ

୫

ཡ ၌

116

ਞଵ

୫
ཡ ၌

●許容できない誤嚥が明らかとなった場合、 そ
の対応として、 経管栄養が検討されます。
しかし、 嚥下障害の程度によって、 その対応
は異なります。
誤嚥が最重度の場合は、 経管栄養のみとなり、
経口摂取は原則禁止となります。
重度の場合は、 経管栄養主体で、 経口摂取は
好きなものを少量ずつ摂り、 楽しむ程度にしま
す。
中等度の場合は、 経管栄養と経口摂取をその
子どもの生活に合わせて併用していきます。
軽度の場合は、 経口摂取主体で、 水分などは
経管栄養ないしは、 体調不良時のみ経管栄養に
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します。
口から食べることは 『栄養を摂取する』 目的
の他に、 『味わい食べる人生の楽しみ』 『介助す

る人との相互作用の場』 という意味があるため、 無理のない範囲で経
口摂取は続けていけるような併用法を考えていきます。
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●誤嚥が疑われる症状には次のようなものがあ
ります。
ないことがあります。 『サイレントアスピレーショ
ン』 といわれています。
顔色不良 ・ 酸素飽和度の低下
筋緊張亢進
食事中の喘鳴。 食塊の咽頭滞留や喉頭侵入が
ある場合にゼロゼロ ・ ゼコゼコという音がきか
れます。
食後の喘鳴。 誤嚥による気管支の攣縮が生じ
ると、 ゼイゼイ ・ ヒューヒューという喘息のよう

ෙᚢऋઑॎोॊඪ૾
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な音がきかれます。

●誤嚥が多量であったり誤嚥が繰り返されたり
すると、 呼吸困難や窒息などの気道閉塞、 喘息
のような呼吸状態になる気管支攣縮、 慢性気管

ෙᚢपेॊႿऩඪ૾धෙᚢभଆ౪ਃଡ

支炎や誤嚥性肺炎などの気道感染症や無気肺な

ෙᚢ

ど、 重篤な症状が生じることがあります。
しかし、 誤嚥から気管支や肺を守る防御機構
があるため、 食事中に誤嚥を起こしても、 必ず
しもこのような重篤な状態にはなりません。
主な防御機構には、
喉頭や気管に異物が入ろうとすると激しく息
を吐き出すことで排除する咳反射が最も重要で
す。
気管や気管支壁の細胞の繊毛運動、 免疫機能

ਞ൷ኋ

 ళล
 ᄚඅ

ਞଵ੍ᤄೠ

 ᙺඅళล૾ଙ

ਞഉඪ

 ཿਙਞଵ੍༇
 ෙᚢਙཡ༇
 ૮ਞཡ

があります。 空気が乾燥すると繊毛運動は低下
し肺炎をおこしやくなります。

をおこしやすくなります。

栄養状態が低下すると免疫機能が低下し肺炎
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咳込み ・ むせ。 しかし、 誤嚥していてもむせ

●次のような所見がある場合は、 誤嚥が許容範
囲を超えているという可能性があります。
気管支肺炎の反復 （上気道感染徴候を伴わな
い）
発熱の反復
血液検査での炎症反応の慢性陽性化～悪化
経口摂取時 ( 後 ) の強い喘息様状態

ෙᚢऋಅઍ೧॑தइथःॊधःअ૭ચਙ
 ਞଵ੍ཡ༇भખ୮قਞഉඉ॑ൣॎऩःك
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肺ＣＴ検査での慢性病変

 ཡ&7ਫ਼ਪदभཿਙ୰

VF( ビデオ X 線透視造影嚥下検査 ) での所見

 9) অॹड़;්ଳୗ୶ᚢৣਫ਼ਪ दभਚৄ

で、 少ない摂取量でも誤嚥する、 中等量以上で
の誤嚥でもむせない、 条件を変えても誤嚥があ
るという所見がある。

ٮऩःၭदुෙᚢघॊ
ٮরಉਰदभෙᚢदुिचऩः
ٮ੯॑इथुෙᚢऋँॊ
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●許容できない誤嚥が明らかとなった場合、 経
管栄養が検討されますが、 それだけでは誤嚥性
肺炎は防げません。

ෙᚢਙཡႈ೩भଆ؞ೄ

誤嚥性肺炎は食物の誤嚥だけでなく、 唾液中
医療的ケア児の看護ケアの実際

の細菌の誤嚥や、 胃食道逆流のために胃内容物

୫भෙᚢ

の誤嚥によっても引き起こされるからです。

ళล
૩

誤嚥性肺炎の対応策として
経管栄養の他、 口腔内の細菌を抑制するため

勢管理、 呼吸障害や胃食道逆流への対応も必要
です。

ෙᚢਙཡ༇

၌୫

ಗ
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の口腔ケア
誤嚥を防ぎ排痰を促すための腹臥位などの姿
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誤嚥を完全に防止するために、 喉頭気管分離
術や喉頭全摘術が行われることもあります。
さらに、 栄養状態を改善し免疫力を高めて誤

嚥性肺炎を予防するという点においても経管栄養は重要です。

●経管栄養は誤嚥性肺炎の予防の目的だけでは
なく、 栄養障害の悪循環を絶ち切るためにも必
要です。

౭ു૩भப୭

嚥下機能が低下してくると、 経口摂取量が減

ᚢৣਃચ૩

少し、 栄養障害をきたします。

ഉඪभ
ખ୮

栄養状態が悪化すると免疫機能が低下し、 肺
炎をおこしやすくなります。
肺炎などの感染症を繰り返すと、 嚥下機能は
益々悪化し、 さらに経口摂取量が低下し、 栄養
状態も悪化します。
このような悪循環を絶ちきり、 栄養状態を改
善するためには、 一時的にでも経管栄養を導入
する必要があります。

৽ઠၭ୫
भ

৽ଵ
౭ു
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●経管栄養とは、 口から食事を摂取すること
が、 不可能になったり不十分になったりした場合、
様々な方法で胃や腸にチューブを挿入して、 栄
養剤などを直接注入する方法のことです。
鼻から食道を通って胃にチューブを留置する

৽ଵ౭ുधमء
ઠऊै୫হ॑ၭघॊऒधऋਂؚ૭ચपऩढञॉਂેীपऩढञॉखञ
ৃ়ؚرऩ্১द၌ृႯपॳগشঈ॑ዠোखथؚ౭ുදऩन॑ઉமିো
घॊ্১؛

経鼻胃管による経管栄養が、 簡便な方法として
一般的ですが、 手術が可能であれば、 腹壁から
胃に瘻孔を作りチューブを胃や空腸に留置する
胃瘻からの経管栄養も広く普及しています。
さらに首の付け根の皮膚から食道に瘻孔をあ
け、 食道から胃までチューブを留置する食道瘻

گ৮ҽͺͲ͘ΉͦΞ
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からの経管栄養や、 腹壁から小腸に瘻孔をあけ

Ⴏᯌ
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၌

てチューブを留置する腸瘻からの経管栄養も行
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われることがあります。
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●経管栄養法には様々な種類がありますが、 障
害児 ・ 者に実施されることの多い代表的な経管
栄養法について説明します。
留置チューブによる経管栄養法に分かれます。
間欠的経管栄養法は口腔ネラトンによる方法
で、 注入の度に口腔から胃にチューブを挿入し
て注入し、 注入終了後にチューブを抜いておく方
法です。
留置チューブによる経管栄養法には、 経鼻胃
管、 経鼻空腸チューブ、 胃瘻チューブ、 腸瘻チュー
ブの大きく 4 つの方法があります。
鼻からチューブを入れて栄養を摂る方法を経

 ٴ᨟৽ଵ౭ു
 ٷઠᒷॿছॺথ ৽ઠ၌ଵك
ઠᒷڀ၌
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鼻経管栄養といいますが、 その多くは胃まで
チューブを入れる経鼻胃管です。
このテキストでは、 経鼻胃管と胃瘻からの経
管栄養法について説明していきます。
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医療的ケア児の看護ケアの実際

経管栄養法は大きく、 間欠的経管栄養法と、

૩ుपৰऔोॊ৻ऩ৽ଵ౭ു১

●図は、 経管栄養法の代表的な方法である経鼻
胃管と胃瘻が、 どのように体の中に挿入されて
いるかを示している図です。
経鼻胃管は、 手術の必要がなく、 一般的に簡
便であるという利点があります。 しかし、
鼻腔から胃までの挿入が困難な場合があるこ
と、
1 ～ 2 週間毎の交換が必要であること、
管が胃瘻のものよりも細いので栄養剤等が詰
まりやすいこと、
抜けやすく注入中に抜けると誤嚥等の重大な
事故につながりやすいなどの欠点が挙げられま
す。
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一方胃瘻は、 抜けにくいこと、 胃瘻ボタンや
の交換が 3-6 ヶ月毎でよいこと等が利点です。
しかし、 胃瘻チューブ造設時に手術が必要なこ

スクがあるなどの欠点があります。
学校など病院以外の場で生活する場合には、 胃瘻の方が管理しやす

第Ⅳ章

く支援者からの受け入れが良いという社会的利点もあります。

と、
合併症として皮膚のトラブルや腹膜炎等のリ

医療的ケア児の看護ケアの実際

６- ２

経鼻胃管の管理

●経鼻胃管を留置している場合に最も注意して
欲しいことは、 経鼻胃管が抜けないように気を
つけることです。
注入中に抜けると、 注入物の誤嚥の危険性が
生じます。
また、 経鼻胃管は挿入が困難なケースがある
ので、 注入していない時でも経鼻胃管が抜けな
いように充分に注意して下さい。
そのためには、 経鼻胃管先端をブラブラさせ
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ておくと引っ掛けて抜け易いので、 経鼻胃管を

৵࿀भप傝ऋ
दऌऩःेअपಕ
घॊ

束ねて頭 （髪の毛） や本人の衣類に留めておく
とよいでしょう。

৽࿀၌ଵഈ॑
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また、 自分で抜く可能性のある子どもでは、
手にミトン手袋を着けるなどして指先が利かな
いようにしたり、 小鼻の脇に経鼻胃管の隙間が

できないようにテープ固定をするなどの工夫が必要です。
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●経鼻胃管から注入する手技で最も重要なポイ
ントは、 経鼻胃管の先端が胃の中にあることの
確認です。
あらかじめ空気を入れておいた 10 ～ 20ml
の注射器を経鼻胃管に接続し、 5 ～ 10ml の空
気をシュ一ッと速く入れ、 空気が胃に入る音を、
腹部にあてた聴診器で確認します。
聴診器をあてる場所は、 左の上腹部で、 臍と

৽࿀၌ଵഈभਜ਼઼નੳكق
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左の肋弓の間が一般的ですが、 変形が強い子ど
もなどは聴きとりやすい位置を予め確認してお
くとよいでしょう。

ْয৷ല൧ஓٓ
गਜ਼पਊथथযदৎ
पનੳघॊऒधऋदऌॊऽघ؛

空気注入音の確認は複数で確認するとより確
実です。 同じ部位に当てて 2 人で同時に確認す

ऒभুૼम่૧పಉऋষःऽघ؛

ることができる 2 人用聴診器があると便利です。
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●空気注入音を確認する時に、 経鼻胃管の先が
気管に入っていたり、 食道に戻っている場合で
も、 空気を注入した音が左上腹部で聞こえるこ
とがあります。
弱く、 しっかり聞こえません。
図のように、 空気の注入音が、 Ａの部分でしっ
かり聴こえにくい時はＢの部分と聴き比べて、 Ｂ
での音の方が大きければ、 食道か、 気管に経鼻
胃管先端が入っている可能性があります。
頸部 ・ 上胸部 ・ 下胸部 ・ 心窩部で注入音を聞
き比べ、 胃に相当しない部位に最強点があれば
先端が胃ではないと判断します。

૬ਞିোఠभનੳ

৽࿀၌ଵभऋਞଵपোढथःञॉؚ୫पರढथःॊৃ়दुؚ
૬ਞ॑ିোखञఠऋంदୂऒइॊऒधऋँॊऒधऋँॉऽघ؛
ऒभेअऩৎमఠभୂऒइ্ऋधୀढथൠऎؚखढऊॉୂऒइऽच॒؛
ല൧ஓ॑ँथॊਜ਼઼

૬ਞभିোఠऋڶؚभীदखढऊॉ
ലऒइपऎःৎमڷؚभীधലऌૻ
सथڷؚदभఠभ্ऋপऌऐोयؚ୫
ऊਞଵप৽࿀၌ଵഈऋোढथःॊ
૭ચਙऋँॉऽघ؛

⅑؞ৣ؞ੱ؞ᱴदିোఠ॑
ୂऌૻसؚ၌पৼਊखऩःਜ਼पਈਘਡऋ
ँोयഈऋ၌दमऩःधਖ਼खऽघ؛
ഈऋનৰप၌पँॊৎपीرभਈਘਡ॑པखथउऎधेःदघ؛
ऒभুૼम่૧పಉऋষःऽघ؛

先端が確実に胃内にある時に予め個々の最強
点を把握しておくとよいでしょう。

●経鼻胃管の先端位置の確認方法として 「胃液
が吸引されればﾞ経鼻胃管先端は胃内にあると
判断してよい」 とする考え方や 「吸引された液

৽࿀၌ଵഈभਜ਼઼નੳكق

を pH 試験紙で検査して pH4 以下の場合は胃
からの吸引液と判断してよい」 という考え方な
どが提唱されています。
しかし、 経鼻胃管が胃内にあっても胃内物が
吸引されない可能性あります。 また、 液体が吸
引されたとしても、 制酸剤の内服や腸液の逆流
によって胃液がアルカリ化している可能性があ
ります。 胃食道逆流症があると経鼻胃管先端が

S+ॳख़ॵॡ

ਂిજ

၌ઍभลਬ
૬ਞିোఠभનੳ

ঞথॺ।থ୶
૬ਞିোఠभનੳ
ऋਈु়৶द
નৰऩનੳ্১

食道内にあっても pH4 以下の酸性の液が吸引
される可能性あります。

ٮදभസृႯัभಗ
पेढथ၌ัऋ॔ঝढ़জ৲
खथःॊ૭ચਙऋँॉऽघ
ٮ၌୫ಗඪऋँॊध
୫दुS+ਰৣभัऋ
ลਬऔोॊ૭ચਙऋँॉऽघ

৽ٮ࿀၌ଵऋ၌पँढथु၌ઍऋ
ลਬऔोऩः૭ચਙऋँॉऽघ
ٮ૾ᱴऩनभৣድ୍ऊैัऋลਬऔो
ॊ૭ચਙँॉऽघ
ٮ၌୫ಗඪऋँॊधؚ୫ऊैुั
ऋลਬऔोॊ૭ચਙऋँॉऽघ

また、 胃内容の吸引で確認する方法は、 経鼻
胃管が胃内にあっても胃内容物が吸引されない
可能性があります。 梨状窩などの下咽頭から液
が吸引される可能性もあります。 胃食道逆流症
があると、 食道からも液が吸引される可能性が

あります。
レントゲン撮影は病院でなければできません。
在宅や学校における経鼻胃管先端の位置の確認は、 「空気注入音の
確認」 が最も合理的で確実な方法と考えられています。
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このような時は音の聞こえ方が普段と違って

৽࿀၌ଵഈभਜ਼઼નੳكق

●空気注入音の聴取位置は胃の上方に偏位して
います。
この写真は、 肋骨弓に銅線をおいて胃を造影
したものですが、 重症心障害児 ・ 者では胃がか

৽࿀၌ଵഈभਜ਼઼નੳكق
૬ਞିোఠभലਜ਼઼ق၌भ্ုਜ਼ك

なり上に偏位していることが多く、 特に左凸側彎
の症例では胃は左上方に偏位していることが多
いです。
空気注入音 （気胞音） は心窩部よりも左下胸
部でよく聞こえることもあります。
ᓨဣपྗ॑उःथ၌॑ୗ୶खञঞথॺ।থઌ
ඪੱ૩ుदम၌ऋऊऩॉपုਜ਼खथःॊऒधऋऎؚ
્पంડभඪदम၌मం্पုਜ਼खथःॊऒधऋःदघ؛

૬ਞିোఠقਞཝఠكम

ੱᱴेॉुంৣदेऎୂऒइॊऒधुँॉऽघ؛
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●経鼻胃管先端が確認困難な場合いくつかの原
因が考えられます。
A は経鼻胃管が気管内に入っている場合です。

૬ਞିোఠभનੳभਉ
A

気管内に挿入されていてもむせないことがある

B

C

D

E

F

医療的ケア児の看護ケアの実際

ので注意が必要です。
B は経鼻胃管挿入が浅い場合です。 子どもの
体が大きくなっているのに長さの変更をしてい
ないため胃に達していないことがあります。
C は経鼻胃管が咽頭部でとぐろを巻いている
場合。
D は胃の手前で U ターンして先端が食道内に
ある場合。
E は挿入が深過ぎて U ターンして食道に戻っ

$ ৽࿀၌ଵऋਞଵपোढथःॊ ਞଵपዠোऔोथःथुिचऩःऒधऋँॉऽघ
% ৽࿀၌ଵዠোऋฒः नुभ৬ऋপऌऎऩढथःॊभपশऔभಌ॑खथःऩःऒध
ऋँॉऽघ

& ৽࿀၌ଵऋድ୍दधएौ॑ඕःथःॊ
' ၌भুद8ॱشথखथഈऋ୫पँॊ
( ዠোऋૌऍथ8ॱشথखथ୫पರढथःॊ
ञमਏିਔदघ

ँॎथथ৽࿀၌ଵभোो౹इ॑ख

) ၌प૬ਞऋౄखथ૬ਞఠऋୂऒइऩः ऋกखथःॊৎपमप၌ઍ
॑ลਬखथाऽखॆअ

ている場合です。 あわてて経鼻胃管の入れ替え
をした後は要注意です。
F は胃内に空気が充満して空気音が聞こえな

い場合です。 上腹部が膨満している時には先に胃内容を吸引してみま
す。

●空気注入音が明瞭に聞こえない場合には、 複
数のスタッフで一緒に確認します。
それでも、 空気注入音が明瞭に聞こえなかっ
たり、 胃に相当しない部位に最強点があれば先
端が胃ではないと判断し、 注入は中止し、 経鼻
胃管の入れ替えをします。
一度で確認できない時は繰り返し確認します。
確認のため多めに空気が入ってもほとんど間題
はありません。 確認が不完全のままに注入する
ことは絶対に避けます。

૬ਞିোఠऋᐱपୂऒइऩःৃ়भৌૢ
 ളਯभ५ॱॵইदคपનੳखऽघ؛
 ૬ਞିোఠऋᐱपୂऒइऩऊढञॉؚ၌पৼਊखऩःਜ਼पਈਘਡऋ
ँोयؚഈऋ၌दमऩःधਖ਼खؚ

ିোमরૃख৽ؚ࿀၌ଵभোो౹इ॑खऽघ؛
২दનੳदऌऩःৎमॉନखનੳखऽघ؛

નੳभञीीप૬ਞऋোढथुऺध॒नमँॉऽच॒؛
નੳऋਂ৸भऽऽपିোघॊऒधमബৌपೂऐऽघ؛

場合は、 栄養剤や薬剤を注入する前に、 生理食

 उजैऎপຣटऋؚਂرऋଋॊधःअৃ়मؚ౭ുදृఇද॑ି
োघॊपؚে৶୫වृจഐऽख॑POିোखؚनुभ૾ଙ॑௴
खؚല൧॑खथऊैؚ౭ുදृఇදभିো॑ষःऽघ؛

塩水や湯冷ましを 10ml 注入し、 状態観察や胸

ऒभুૼम่૧పಉऋষःऽघ؛

おそらく大丈夫だが、 少々不安が残るという

部聴診をしてから、 栄養剤や薬剤の注入を行う
とよいでしょう。 これらの判断や対応は看護師

が行います。
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６- ３

胃瘻管理

●胃瘻からの経管栄養は、 腹壁と胃壁に穴をあ
け、 そこに通したチューブから、 流動食や栄養剤、
水分などを注入する方法です。

၌ᯌୗਝभిૢ

経口摂取が、 不可能か不十分であったり、 可
၌ᯌभॱথ

能であっても誤嚥がかなりあり、 経管栄養が永
続的に必要となる場合に適応となります。

ᯌሠ

経鼻胃管の挿入が容易ではない場合や、 誤っ

ᒷ

て気管内に管が挿入されてしまう可能性が高い
場合も、 胃瘻が選択されます。

၌


၌

胃瘻とは、 腹部の外側から胃の内部に、 栄養
を入れるための管を通す、 小さな穴のことです。

 ৽ઠၭऋਂ૭ચदँढञॉؚ
ਏેীऩभ৽ઠၭऋदऌऩ
ऊढञॉؚෙᚢऋऊऩॉँॊञीؚ
ెਢप৽ଵ౭ുऋਏऩৃ়؛
 ৽࿀၌ଵभዠোऋઍಔदमऩःৃ
়ृؚෙढथਞଵपଵऋዠোऔ
ोथखऽअ૭ચਙऋৈःৃ়؛

ऊै၌भরऽद৴ऩॊሠ॑ᯌሠधःःऽघ؛
भਗध၌भ॑ઉமणऩएञीपؚ
ᯌሠपमङ၌ᯌढ़ॸॸشঝ॑ዠোखथउऌऽघ؛

この穴を 「瘻孔」 といいます。
この瘻孔はそのままにしておくと孔がふさ
がってしまうため、 必ず胃瘻カテーテルを挿入
しておきます。

第Ⅳ章

●胃瘻カテーテルの種類と特徴について表に示
します。
カテーテル部がボタンタイプかチューブタイ

၌ᯌढ़ॸॸشঝभரథध્ඉ

パータイプか、 それぞれの組み合わせで４つの
種類があります。
子どもでは交換が容易で自己抜去のリスクの
少ないバルーンボタンタイプを使用することが
多いです。
注入方法や注入内容に応じて胃瘻の種類や太
さを選択し、 腹壁の厚さを考慮してシャフトの長

ংঝشথॱথ

ংঝشথॳগشঈ

ংথঃشॱথ

ઐఌৎ

ಢः عਯনা
ँॉ

ಢः عਯনা
ँॉ

ংথঃॳشগشঈ

শः عڰনা

ઐఌ

ઍಔ

ઍಔ

൱ाृಓ

൱ाृಓ

ঽഞ௷ு

ऺध॒नऩः

ਬढॉृघः

ऺध॒नऩः

ਬढॉृघः

ॳগشঈළഉ

ऩः

ः

ऩः

ः

ಗଆૃਃଡ

ँॉ

ँॉ

ऩख

ऩख

ঝॺشமਢ

ຯोऋਏ

ઍಔ

ຯोऋਏ

ઍಔ

শः عڰনা

さを選択します。 子どもは栄養状態の改善や成

ିো্১ृିোઍपૢगथ၌ᯌभரథृ୬औ॑৭උखؚभௐऔ॑અൟखथ३কইॺभশऔ॑৭උखऽघ؛

長に伴い腹壁が厚くなるため、 サイズが適切か

नुम౭ു૾ଙभఒृਛশपൣःऋௐऎऩॊञीؚ१ॖ६ऋిજऊଞप௬खಌखथःऎਏऋ
ँॉऽघ؛
132১য 3DWLHQW 'FWRUV 1HWZRUN شঌش४ेॉ

常に評価し変更していく必要があります。

●胃瘻の日常的な観察のポイントの一つ目は
皮膚トラブルがないか？
肉芽形成がないか？
胃瘻カテーテルは皮膚に対して垂直か？ で
す。
皮膚トラブルは、
胃瘻カテーテルが側方からの外力によって瘻
孔壁を圧迫することが原因の一つです。

၌ᯌभଞऩ௴भএॖথॺ  
ຜჹॺছঈঝऋऩःऊء
࿈ਛऋऩःऊء
၌ᯌढ़ॸॸشঝमຜჹपৌखथႄઉऊء
၌ᯌढ़ॸॸشঝડ্ऊ
ैभਢਗৡ

胃内容物の漏れも胃瘻カテーテルが垂直に固

ಓपेॊ၌འჍभ
༇ඪ؞ንᯂ

定されていないことが原因のことがあります。



胃瘻カテーテルが垂直に固定されるように、

၌

こより状にしたティッシュなどを胃瘻のチューブ
の根本に巻きつけたり、 薄いスポンジを挟むこ
とがあります。
胃瘻周囲に液漏れや炎症がある場合には切り
込みガーゼを挟み込み、 ガーゼが汚染していた
ら適宜交換をします。
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৶ඵౕपे
ॊ࿈ਛ

ຜჹभᳫᬢ؞ንᯂ
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プか、 胃内のストッパーがバルーンタイプかバン

●胃瘻の日常的な観察のポイントの 2 つ目は
胃瘻カテーテルのストッパーがきつくないか？
胃瘻カテーテルはスムーズに回転するか？ で
す。
小児の場合、 栄養状態の改善や成長に伴い腹
壁が厚くなるため、 シャフトの長さが相対的に短
くなり、 きつくなることがあります。

၌ᯌभଞऩ௴भএॖথॺ 
၌ᯌढ़ॸॸشঝभ५ॺॵঃشऋऌणऎऩःऊء
၌ᯌढ़ॸॸشঝम५ش६पૡघॊऊء
ق५ॺॵঃشधຜჹभपमعFPங২भॅधॉऋਏك

ْংথঃشඇྷඪණٓ

筋緊張がない状態で皮膚との間に 0.5 ～１
cm のゆとりが適当です。
きつ過ぎると締めすぎによる血流障害が発生
し、 バンパーやボタンが胃壁に埋没して動かなく
なります。 このような状態を ［バンパー埋没症
候群］ と言います。

ഁीૌऍपेॊഷ૩ऋে

ংথঃشभඇྷে

ْشঝংঝঈඪණٓ
⭡ቨ

⭡ቨ
ᗃ㛛

ᗃ㛛

ংঝشথऋቋपយऽॉिध၌ัऋൾলदऌङ
၌ఁؚᯌሠभोؚேभᚉဇऩनभඪ૾ऋেगऽघ؛

3'1ঞॡॳকेشॉ

また、 瘻孔が幽門の近くにあったり、 シャフト

第Ⅳ章

が長いとバルーンが幽門にはまり込み、 胃瘻の

腸に流れていき、 嵌頓することがあります。 このような状態になると、

ボタンが瘻孔に引き込まれ回転しなくなること

胃液の排出障害が発生し、 胃拡張、 瘻孔の漏れ、 突然の嘔吐などの症

があります。チューブ型胃瘻のバルーンタイプは、

状が生じます。 このような状態を ［ボールバルブ症候群］ と言います。

外部ストッパーの固定が甘いとバルーンが十二指

医療的ケア児の看護ケアの実際

●胃瘻の日常的管理のまとめです。
胃瘻カテーテルは基本的には腹壁と垂直に
入っている状態を保ちます。
胃瘻カテーテルはスムーズに回転する状態が
良い状態です。
胃瘻周囲に液漏れや炎症がある場合には切り
込みガーゼを挟み込み、 ガーゼが汚染していた
ら適宜交換をします。
ガーゼの代わりに、 こより状にしたティッシュ
を胃瘻カテーテルの根本に巻き付け胃瘻カテー
テルを垂直に保持する方法もあります。
胃瘻のバルーン固定がきつ過ぎたり、 胃瘻の
ボタンが短すぎると、 胃壁の損傷を生じたり、

၌ᯌभଞଵ৶भऽधी
 ٷ၌ᯌढ़ॸॸشঝम੦মपमधႄઉपোढथःॊ૾ଙ॑৳ठऽघ؛
 ٷ၌ᯌढ़ॸॸشঝम५ش६पૡघॊ૾ଙऋଐः૾ଙदघ؛
 ٷ၌ᯌఢ೧पัोृ༇ඪऋँॊৃ়पमજॉाफ़ش८॑გााؚफ़ش८ऋළഉख
थःञैిઐఌ॑खऽघ؛

ٷफ़ش८भ৻ॎॉपؚऒेॉ૾पखञॸॕॵ३গ॑၌ᯌढ़ॸॸشঝभஉমपඕऌહऐ၌
ᯌढ़ॸॸشঝ॑ႄઉप৳घॊ্১ुँॉऽघ؛
ٷ၌ᯌभংঝشথभಕऋऌणૌऍञॉؚ၌ᯌभॱথऋಢघऍॊधؚ၌भം॑ে
गञॉؚ࿈भਉपऩॊ૭ચਙऋँॉऽघ؛၌ᯌभॱথृॳগشঈभ५ॺॵঃش
धຜჹभपमعFPங২भॅधॉऋਏदघ؛
 ٷংঝشথभमৎऋ৽णधघॊभदؚपংঝشথभभનੳधଓౄ॑
घॊਏऋँॉऽघ؛
 ٷোຉृউشঝฉलभৎमؚಕ॑खढऊॉखथउऐयजभऽऽোढथऊऽःऽच॒؛
লथऌथऊै၌ᯌभ௴॑ষःؚਏऋँोयफ़ش८ृऒेॉॸॕॵ३গभઐఌ॑
ষःऽघ؛

肉芽の原因になる可能性があります。
胃瘻のボタンやチューブのストッパーと皮膚の
間には、 0.5 ～ 1.0cm 程度のゆとりが 必要で
す。
バルーンの水は時間が経つと減少するので、
定期的にバルーン水の量の確認と補充をする必

要があります。
入浴やプール遊びの時は、 固定をしっかりしておけばそのまま入って
かまいません。
出てきてから胃瘻部の観察を行い、 必要があればガーゼやこより
ティッシュの交換を行います。
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●胃瘻周囲からの液漏れの原因には以下のよう
な様々な原因が考えられます。
A. 胃瘻カテーテルの圧迫
腹臥位姿勢や、 体幹装具や車椅子のベルトな
どによる胃瘻部の圧迫。 腹臥位姿勢をとる時
には液漏れだけでなく、 胃瘻ボタンが抜けや
すいことにも留意。
B. 腹圧の上昇
腹圧が上昇するような座位姿勢や前屈姿勢を
長時間とる。 注入の滴下速度が速すぎる。 シ
リンジ注入のスピードが速すぎる。 半固形栄
養剤の加圧バッグの圧が高すぎる。
C. 胃瘻のチューブサイズの不適合

၌ᯌఢ೧ऊैभัोभਉ
$၌ᯌढ़ॸॸشঝभಓ
 ᇧਜ਼િृؚ৬ୌಎृᇼभঋঝॺऩनपेॊ၌ᯌभಓ؛ᇧਜ਼િ॑
धॊৎपमัोटऐदऩऎؚ၌ᯌॱথऋ௷ऐृघःऒधपुਔ؛

%ಓभಊ

 ಓऋಊघॊेअऩౠਜ਼િृ༽િ॑শৎधॊ؛
 ିোभᅙৣச২ऋசघऍॊ؛
 ିೝஓदभିোभ५আॻشऋசघऍॊ؛
 ಕ౭ുදभਸಓংॵॢभಓऋৈघऍॊ؛

&၌ᯌभॳগشঈ१ॖ६भਂి়
 ३কইॺऋশघऍॊ؛

 ३কইॺभ୬औऋᯌሠपૻखथघऍॊ؛
'၌ઍभൾল૩

 رऩਏपेढथ৲ଵứઈऋৣखथःॊ؛

 ংঝشথॱॖউभ၌ᯌढ़ॸॸشঝऋऎোॉૌऍञॉؚংঝشথभಕऋघऍ
थংঝشথऋ၌ઍभൾল॑༛૩खथःॊ؛

シャフトが長すぎる。 シャフトの太さが瘻孔に
比して細すぎる。
D. 胃内容の排出障害

ている。 バルーンタイプの胃瘻カテーテルが深く入り過ぎたり、バルー
ンの固定水が多すぎてバルーンが胃内容の排出を阻害している。

第Ⅳ章

様々な要因によって消化管蠕動運動が低下し

が、 下記のような場合は劣化や不良品の可能性
があるため、 早めに交換してもらうとよいでしょ
う。

ॱথ၌ᯌभ༄৲ृਂଐ
ॱথ၌ᯌभઐఌमৢଞڲعگনা㟌दघऋ੶ৣؚभेअऩৃ়म༄
৲ृਂଐષभ૭ચਙऋँॊञीଫीपઐఌखथुैअधेःदखॆअ؛

蓋が自然に開いてしまう （蓋の劣化）
蓋を開けると胃瘻のボタン内部から液漏れす
る （逆流防止弁の劣化）
接続チューブがロックされない （胃瘻のボタン
の劣化 ・ 不良）
接続チューブが自然に外れてしまう （胃瘻の

ሼऋঽேप৫ःथखऽअقሼभ༄৲ك
ሼ॑৫ऐॊध၌ᯌभॱথऊैัोघॊقಗଆૃఉभ༄৲ك
மਢॳগشঈऋটॵॡऔोऩःق၌ᯌभॱথभ༄৲ਂ؞ଐك
மਢॳগشঈऋঽேपਗोथखऽअق၌ᯌभॱথभ༄৲ਂ؞ଐك
ংঝشথभऋ௷ऐथखऽअقংঝشথृ३কইॺभ༄৲ك

ボタンの劣化 ・ 不良）
バルーンの水が抜けてしまう （バルーンやシャ
フトの劣化）
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●ボタン型胃瘻の交換は通常３～６ヶ月毎です

●胃瘻カテーテルが事故抜去の原因は、 バルー
ンの水の減少による事が最も多く、 その対策と
して、 家族に定期的にバルーンの水を確認して
もらい必要ならば補充してもらう必要がありま
す。
胃瘻カテーテルに無理な力が加わると抜けて
しまうので腹臥位の取り方などにも注意する必
要があります。
胃瘻のチューブが抜けた時に、 抜けたままに
しておいて時間が経ってしまうと、 瘻孔が狭くな
り、 同じサイズの胃瘻カテーテルが入らなくなる
ことがありますので、 抜けた場合の対応を主治

၌ᯌढ़ॸॸشঝभহ௷ுषभৌૢ
၌ᯌढ़ॸॸشঝभহ௷ுभਉधৌੁ
⋇၌ᯌभংঝشথभभڀংঝشথभ॑નੳखଓౄखऽघ؛
⋈૮৶ऩৡऋਸॎॊ  ڀᇧਜ਼भॉ্ऩनपିਔखऽघ؛

䕺၌ᯌढ़ॸॸشঝऋ௷ऐञৎभৌૢ
௷ऐञऽऽपखथउःथৎऋ৽ढथखऽअधؚ၌ᯌभาऋऎऩॉؚ
ग१ॖ६भ၌ᯌढ़ॸॸشঝऋোैऩऎऩॊऒधऋँॉऽघ؛
؟ڭংঝشথॱॖউभ၌ᯌढ़ॸॸشঝदँोयؚংঝشথभ॑৸௷ःथजो॑ગዠোख
थउःथਭ൧खऽघ؛
ᯌሠपखिৎपؚ३কইॺभীऋീोශऋढथዠোदऌऩःऒधऋँॉؚ३কই
ॺभীऋශऋैऩःेअ৳खथዠোखऽघ؛
े؟ڮॉखीभॳগشঈॿقছॺথ၌ᯌढ़ॸॸشঝऋዠোदऌऩः૾ଙदँोयؚোढ
थःॊ၌ᯌढ़ॸॸشঝॳগشঈؚลਬॳগشঈؚႌ৷ॳগشঈऩन ॑ڱFPங২ዠো
खॸشউदಕखथउःथਭ൧खऽघ؛
၌ᯌୗਝुऩःৎपमؚᯌሠऋਂऩ૾ଙऩञीؚ୦ुዠোचङपᯌሠऊै၌ઍ
ऋोऩःेअपᯌሠ॑फ़ش८दངढथਭ൧खऽखॆअ؛

医と確認しておきます。

ऒभৌૢम่૧పಉऋষःऽघ؛

バルーンタイプの胃瘻カテーテルであれば、

第Ⅳ章

バルンの水を全部抜いて、 そのチューブを再挿

あれば、 入っている胃瘻カテーテルより少し細めのチューブ （ネラトン

入しておいて受診するという方法もあります。

カテーテル、 吸引チューブなど） を、 ５cm 程度挿入しテープで固定し

胃瘻に押し込む時に、 シャフトの部分が折れ曲

ておいて受診する方法があります。

がって挿入できないことがあり、 シャフトの部分

ただし、 胃瘻造設後間もない時期には、 瘻孔が不安定な状態なので、

が曲がらないようシャフトを保持して挿入するこ

何も挿入せずに瘻孔から胃内容が漏れないように瘻孔をガーゼで覆っ

とがコツです。

て受診しましょう。

抜けた胃瘻カテーテルが挿入できない状態で
医療的ケア児の看護ケアの実際

●ボタン型胃瘻のチューブのバルーンが膨らん
だまま抜けた時は、
図１ ： 胃瘻のボタンの側面にあるバルーン水

ॱথ၌ᯌढ़ॸॸشঝऋ
ংঝشথऋกै॒टऽऽ௷ऐञৎभৌૢ

注入孔にシリンジを接続しバルーンの水を完全
に抜きます。
図２ ： 抜けた直後の瘻孔はしっかりと開いてい
ますが時間と共に狭くなってきます。
図３ ： 瘻孔にゼリーを塗り、 バルーンの水を抜
いた胃瘻カテーテルを瘻孔に垂直に根本まで挿
入します。 挿入し難い時には、 右の写真のよう
にシャフトをしっかり保持しながら挿入します。
図４ ： バルーン水を注入し、 シリンジを外しま
す。

ڭ

ڮ

گ

ڰ

ڱ

؟ڭ၌ᯌभॱথभડએपँॊংঝشথିোሠप३জথ४॑மਢखংঝشথभ॑৸प௷
ऌऽघ؛
௷؟ڮऐञઉभᯌሠमखढऊॉध৫ःथःऽघऋৎधુपऎऩढथऌऽघ؛
؟گᯌሠप८জ॑ش࿗ॉؚংঝشথभ॑௷ःञ၌ᯌढ़ॸॸشঝ॑ᯌሠपႄઉप
உমऽदዠোखऽघ؛ዠোखःৎपमؚకभઌभेअप३কইॺ

॑खढऊॉ৳खऩऋैዠোखऽघ؛
؟ڰংঝشথ॑ିোखؚ३জথ४॑ਗखऽघ؛
؟ڱ၌ᯌभॱথऋᯌሠद५ش६पोयਫखऎዠোऔोथःॊ
૭ચਙऋৈःभदघऋؚजभङୢਃঢ়॑ਭ൧खथऎटऔः؛
ऒभৌૢम่૧పಉऋষःऽघ؛

図５ ： 胃瘻のボタンが瘻孔内でスムーズに回
れば正しく挿入されている可能性が高いのです

為ではありませんが、 医師、 看護師、 家族と協同して介護をする上で、

が、 その後必ず医療機関を受診してください。

教職員も知識をもつことは有用です。

教職員が通常に行う行為として認められた行
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６- ４

経管栄養の手順

６- ４- １

経鼻経管栄養

৽࿀၌ଵऊैभିোুದ
⋇

ਏષृ౭ുදभનੳ

⋈

શঐॽগ॔ঝಉद
ିোંभનੳ

ুದ⋌

౭ുॳগشঈषିো॑ౄᔉ

⋉

ুຸः

ুದ⋍

౭ുॳগشঈध
৽࿀၌ଵभமਢ

ুದ⋇

ିোघॊऒध॑इ
ৌుभਔઓનੳ

ুದ⋎

ᅙৣச২भ৹ତधᅙৣ৫

ুದ⋈

ళลृभ૾ଙનੳध
િ৹ତ

ুದ⋏

ିোরभ૾ଙ௴

ুದ⋉

৽࿀၌ଵभಕध
৽࿀၌ଵഈभਜ਼઼નੳ

ুದ⋐

৽࿀၌ଵपஜจ॑घ

ুದ⋊

ିোभ၌ઍभનੳ

ুದ⋑

ିোभ௴ध੶ஈ

ুದ⋋

ିোभ

ুದ⋒

ൺહऐ
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●経管栄養に使用される用具の名称について説
明します。
滴下型経管栄養を行う場合には、 注入ボトル

৽ଵ౭ുपઞ৷औोॊ৷भู
ढ़ॸॸشঝॳॵউ३জথ४ିقೝஓك

ିোॺঝ

ル」、 その下のチューブを 「栄養チューブ」 と言
います。

ॺঝ

栄養チューブには 「ドリップチャンバー」 とい
われる栄養剤の滴下速度を目で見て確認する部
分があり、 その下の 「クレンメ」 で滴下速度を
調節します。
栄養チューブの接続部は、 注入用接続の太い
サイズの接続タイプになっています。 栄養チュー

ْ౭ുॳগشঈषभமਢٓ

౭ുॳগشঈभமਢमିؚো৷மਢभ
୬ः१ॖ६भமਢॱॖউपऩढथःऽघ؛

౭
ു
ॳ

ॻজॵউ
ॳকথংش
ᅙৣ

ঈ

ऽञؚ౭ുॳগشঈपமਢघॊିೝஓ
ुؚഈभ୬ः౭ുିো৷भढ़ॸॸش
ঝॳॵউ३জথ४ ିೝஓ >@॑ઞ
৷खऽघ؛

ॡঞথও
ᅙৣ৹ත

ブに接続する注射器も、 先端の太い栄養注入用
のカテーテルチップ型シリンジを使用します。

●注入の準備を行います。
準備①②
必要物品、 栄養剤、 個別マニュアル （チェッ
クカード）などを用意します。 それぞれの物品が、
清潔であるか、 乾燥しているかも確認します。
準備③ 流水と石けんによって手洗いを行いま
す。 速乾性擦式手指消毒剤での手洗いでもよい

⋇؟ਏષؚ౭ുද॑નੳखऽघ
౭ുදؚจഐऽखؚఇ
ିো৷ইॵॡँॊःम५ॱথॻିؚো৷ॺঝ
३জথ४ିقೝஓك
ఇ৷ढ़ॵউິؚढ़ॵউؚੑढ़ॵউ
ৎੑقওॺটঀشك
શঐॽগ॔ঝॳقख़ॵॡढ़كॻش

でしょう。
⋈ି؟োંಉ॑નੳखऽघ
 શभঐॽগ॔ঝಉदିোં॑નੳखऽघ؛
 ৳૧ऊैभ৴൪दੇ൦भିো૾ய॑નੳखऽघ؛

⋉ຸু؟ः॑खऽघ
 धલऐ॒दুຸ॑ःऽघ؛
சਙႆૄুදदभুຸःदुेःदघ؛
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ၷपᄩ
खथःॊऊء

医療的ケア児の看護ケアの実際

使用します。 栄養剤を入れておく部分を 「ボト

●手順① 注入することを伝え本人の意思を確
認します。 お腹が減っていないか、 調子はどう
かなど聞きながら、 注入を始めてよいかどうか、
本人の意思の表出を確認するようにしましょう。
手順② 呼吸や腹部の状態を確認し姿勢を整
えます。
呼吸状態が落ち着いているか確認します。 ゼ
ロゼロ、 ゼコゼコという喘鳴が強いままで注入
を開始すると、 注入の途中で咳込んだりしてト
ラブルになるので、 姿勢の調節や吸引によって、
痰のたまりが改善してから注入を始めるように
します。 上気道の狭窄による喘鳴や陥没呼吸が
強いままで注入すると、 注入したものが胃から

ুದ⋇ି؟োपणःथभৌుभਔઓ॑નੳखऽघ
 ିোघॊऒध॑মযपइؚমযभਔઓभল॑નੳखऽघ؛

 ିোभ॑घॊऒध॑इऽघ؛

ুದ⋈؟ళลृभ૾ଙ॑નੳखિ॑ତइऽघ
ళล૾ଙऋठାःथःॊऊء
 ८ট८টؚ८॥८॥धःअᙺऋਘःऽऽदିো॑৫घॊधିؚোभಥরदᎬ॒टॉखथॺ
ছঈঝपऩॊभदؚિभ৹තृลਬपेढथؚञ॒भञऽॉऋఒखथऊैିো॑ीऽघ؛
 ਞभᒡपेॊᙺृีྷళลऋਘःऽऽदିোघॊधିؚোखञुभऋ၌ऊै୫प
ಗखृघऎऩॊभदؚિ॑৹තखथজছॵॡ५औचऽघ؛
ऋढथःऩःऊء
 उऋढथःॊधऌमਞཝఠ॑નੳघॊपลਬ॑ষःऽघ؛
 ആऊऎखञুুقრ॑ႆॉ়ॎचथكदೄऎऔॎढथाथໂःगदढथःॊधऌपम્
पඦपઅइऽघ؛
િ॑ତइऽघ
 ၌ऊै୫षभಗ॑ଆऍऽघق؛৬॑ৈऎؚડᇧਜ਼ृᇧਜ਼ऩनك
 ಸभᕓਤ॑೪खؚళล॑௫पखऽघ್ق؛ढऒؚᇧਜ਼ऩनك
ିোभ૾ଙभ੶ஈ
 ৬ആੱؚ༭ਯؚಞᆳਮ২ؚళลृभ૾ଙऩन॑੶ஈखथउऌऽघ؛

食道に逆流しやすくなるので、 姿勢を調節して
リラックスさせておきます。
腹部が張っていないか確認します。 お腹が張っ
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ているときは、 気胞音を確認する前に前吸引を
行うようにします。 温かくした手 （手掌を擦り合
わせて） で軽くさわってみて硬い感じで張って

胃から食道への逆流を防ぐために、 上体を高くしたり、 側臥位にした
りします。 緊張の亢進を抑制し、呼吸を楽にするために、抱っこをしたり、
腹臥位にしたりして姿勢を整えます。
観察した呼吸や腹部の状態に加え、 体温、 心拍数、 酸素飽和度、 な
どを記録しておきます。

いるときには特に慎重に考えます。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●手順③ 経鼻胃管の固定と経鼻胃管先端が胃
内にあることを確認します。
経鼻胃管が絆創膏でしっかり固定されていて、
経鼻胃管の鼻孔出口に付けられた印がずれてい
ないか経鼻胃管の固定位置を確認します。
経鼻胃管の先端が胃内にあることを空気注入
音で確認します。 この手技は２人用聴診器等を

ুದ⋉৽؟࿀၌ଵभಕध৽࿀၌ଵഈऋ၌पँॊऒध॑નੳखऽघ
৽࿀၌ଵभಕਜ਼઼
 ৽࿀၌ଵऋᑥदखढऊॉಕऔोथःथ৽ؚ࿀၌ଵभ࿀ሠলઠपહऐैोञഀऋङोथ
ःऩःऊનੳखऽघ؛
૬ਞିোఠभનੳ
 ँैऊगी૬ਞ॑োोथउःञعPOभିೝஓ॑৽࿀၌ଵपமਢखؚ
 عPOभ૬ਞ॑३গॵधசऎোोؚ૬ਞऋ၌पোॊఠ॑ ੱᱴ पँथञല൧ஓद
નੳखऽघ؛

用いて教職員と一緒に行うことも可能です。 あ
らかじめ空気を入れておいた 10 ～ 20ml の注
射器を接続し、 5 ～ 10ml の空気をシュ一と速
く入れ、 それが胃に入る音を心窩部にあてた聴
診器で確認します。

ْڮয৷ല൧ஓٓगਜ਼पਊथथڮযदৎपનੳ
ऒभুૼम่૧పಉऋষःऽघ؛
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●手順④ 注入前の胃内容を確認します。
経鼻胃管に 20 ～ 30ml の注射器をつけての
胃内容を吸引することを前吸引といいます。 こ

ুದ⋊ି؟োभ၌ઍ॑નੳखऽघ

の時、 胃壁を傷つけないよう無理のない力で

ลਬ৽࿀၌ଵपିೝஓ॑णऐथ၌ઍ॑ลਬखऽघ
ق၌॑ംणऐऩःेअ૮৶भऩःৡदॅढऎॉਬऌऽघك

ゆっくり引きます。

 ૬भमङऩभप౭ുදृ၌ัऋपਬऐथऎॊ
ڀ၌ृႯभ৹ऋபः؛

空腹のはずなのに栄養剤や胃液が多量に引け
てくる→胃や腸の調子が悪い
褐色の液が引かれる 《血液は胃酸と反応して
褐色になる》 →胃からの出血、 または逆流性食
道炎による食道からの出血。
黄色の液が引ける 《胆汁を含む腸液が胃に逆
流している》 →腸の動きが悪い

 ዐ౦भัऋਬऊोॊٌഷัम၌धખૢखथዐ౦पऩॊٍ
ڀ၌ऊैभলഷؚऽञमಗਙ୫༇पेॊ୫ऊैभলഷ؛
 ້౦भัऋਬऐॊٌᅑ॑அिႯัऋ၌पಗखथःॊٍ
ڀႯभऌऋபः؛
 ૬ਞऋपਬऐॊٌ૬ਞ॑पධा॒दःॊٍ
ڀਬऐॊटऐਬःथउऎ؛ःणुेॉःৎम৬৹ऋபः१ॖথ؛
 ૮प૬ਞऋਬऐथऎॊ
৽ڀ࿀၌ଵऋઠप௷ऐथऌथःॊऊुखोऩः؛ؽ
 ऋढथःॊभप୦ुলथऒऩः
ڀિ॑इथਬऎधृัؚ૬ਞऋऊऩॉলथऎॊऒधुँॉऽघ؛
৽ڀ࿀၌ଵऋ၌पඍःथःऩः૭ચਙुँॉऽघ؛

ลਬप౮ଞऋੳीैोञৃ়पमؚ৳૧पৼघॊऊؚୢऊैँैऊगीਭऐथउ
ःञંपజःିؚোઍभಌृିো॑রૃखऽघ؛

空気が多量に引ける 《空気を多量に飲み込ん

ऒभুૼम่૧పಉऋষःऽघ؛

でいる》 →引けるだけ引いておく。 いつもより
多い時は体調が悪いサイン。
無限に空気が引けてくる→経鼻胃管が口に抜
腹部が張っているのに何も出てこない→姿勢

前吸引に異常が認められた場合には、 保護者に相談するか、 主治医
からあらかじめ受けておいた指示に従い、 注入内容を変更したり、 注入
を中止したります。

を変えて引くと、 液や空気がかなり出てくること

筒に適量を満たします。
前吸引の内容や量に応じて、 指示書の通りに
栄養剤や湯を定量し調合します。 必要であれば
栄養剤を体温程度に温めます。

ুದ⋋؟౭ുද॑৷ਔखିোॺঝपোोᅙৣपి॑ञखऽघ
ลਬभઍृपૢगथؚંછभৢॉप౭ുදृจ॑ख৹়खऽघ؛ਏदँोय
৬ആங২पആीऽघ؛
ିো৷ॺঝ॑५ॱথॻपऊऐؚॡঞথও॑൷गऽघ؛
౭ുॳগشঈभഈऋළोऩःेअप५ॱথॻपऊऐऽघ؛
ॡঞথও॑ඝखृघःਜ਼઼पऊखॡঞথও॑൷गऽघ؛

注入用ボトルをスタンドにかけ、 クレンメを閉
じます。 この時、 栄養チューブの先端が汚れな
いようにスタンドにかけます。 クレンメを操作し
やすい位置に動かしクレンメを閉じます。

৹়खञ౭ുද॑ିোॺঝपোोऽघ؛

調合した栄養剤を注入ボトルに入れます。

ع

滴下筒を押してその中に栄養剤を適量 （1/3
～ 1/2） 満たします。

ᅙৣॻقজॵউॳख़থং॑كش
खथजभরप౭ുද॑ి
كعقञखऽघ؛

●手順⑥ 栄養チューブの先端まで栄養剤を満
たします。
栄養チューブの先端をきれいなコップや計量
カップに入れ、 栄養チューブのクレンメを開け、
栄養チューブに調合した栄養剤を満たします。
栄養チューブの先端まで栄養剤が満たされた
ら、 栄養チューブのクレンメを閉めます。
手順⑦ 栄養チューブと経鼻胃チューブをつな

ুದ⋌؟౭ുॳগشঈभഈऽद౭ുද॑ञखऽघ
 ౭ുॳগشঈभഈ॑ऌोःऩ॥ॵউृੑढ़ॵউपোोؚ౭ുॳগشঈभॡঞথও
॑৫ऐؚ౭ുॳগشঈप৹়खञ౭ുද॑ञखऽघ؛
 ౭ുॳগشঈभഈऽद౭ുදऋञऔोञैؚ౭ുॳগشঈभॡঞথও॑൷ीऽघ؛

ুದ⋍؟౭ുॳগشঈध৽࿀၌ଵ॑णऩऍऽघ
 ିোরपமਢऊैभัो॑उऒऔऩःेअؚமਢमखढऊॉষःऽघ؛
 மਢඝभप৽ؚ࿀၌ଵ॑ਬढैऩःेअपିਔखऽघ؛

ぎます。
注入中に接続部からの液漏れをおこさないよ
うに、 接続はしっかり行います。
チューブの接続操作の際に、 経鼻チューブを
引っ張らないように注意します。
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●手順⑤ 栄養剤を用意し注入ボトルに入れ滴下

第Ⅳ章

けてきているかもしれない。

もある。 経鼻胃管が胃に届いていない可能性もある。

●手順⑧ クレンメをゆっくりと緩めて滴下を開
始します。
注入を開始することを本人に伝えます。 『いた
だきます』
栄養チューブのクレンメをゆっくり緩めて滴下
を開始します。
ドリップチェンバーの滴下で注入速度を調節し
ます。 『１分間に 60 滴→ 10 秒で 10 滴→１時
間で 200ml』 『１分間に 90 滴→ 10 秒で 15
滴→１時間で 300ml』 が目安です。
注入開始時刻を記録します。
注入の速度が速いと、 胃食道逆流による嘔吐
や喘鳴 ・ 呼吸障害をおこしたり、 ダンピング症

ুದ⋎؟ॡঞথও॑ॅढऎॉीथᅙৣ॑৫खऽघ
 ିো॑৫घॊऒध॑মযपइऽघِ؛ःञटऌऽघّ
 ౭ുॳগشঈभॡঞথও॑ॅढऎॉधीऽघ؛
 ॻজॵউॳख़থংشभᅙৣदିোச২॑৹තखथ
ୢపऊैંऔोञச২पखऽघ؛
ِڭীपᅙڀଧदᅙڭڀৎदPOّ
ِڭীपᅙڀଧदᅙڭڀৎदPOّ

 ିো৫ৎമ॑੶ஈखऽघ؛
 ିোभச২ऋசःधؚ၌୫ಗपेॊᚉဇृᙺ؞
ళล૩॑उऒखञॉॲؚথআথॢඪ૾ৣقበृᄄ
ဿ॑كउऒघऒधऋँॊभदిજऩசऔदିোखऽघ؛
 ৬ਜ਼पेढथିোச২ऋॎॊभद৬ਜ਼॑ତइञ
पमङᅙৣச২॑નੳखऽखॆअ؛

ిજऩᅙৣ

ᅙৣૃ

状 （下痢や頻脈） をおこすことがあるので、 医
師から指示された適切な速さで注入します。 体

後には必ず滴下速度を確認しましょう。

位によって注入速度が変わるので体位を整えた

第Ⅳ章

●手順⑨ 注入中の状態を観察します。
経管栄養は、 栄養剤を接続してしまえば、 リ

医療的ケア児の看護ケアの実際

スクが少ないと誤解されがちですが、 実際は注
入の姿勢の管理や、 呼吸状態や心拍数の変化な
ど、 注入開始後の観察が重要です。 注入が終了
して落ち着くまで、 必ず複数の教職員で交代し
ながら見守ることが必要です。

ুದ⋏ି؟োরभ૾ଙ॑௴खऽघ
ିোরुളਯभઇ৩दઐ৻खऩऋैৄஹॉऽखॆअآ
ିোᅙৣऋசघऍॊ
ँढधअपप
োढथखऽअऒधऋँॉ
૫

ᅙৣ৹ତ

ିোᅙৣऋ
ऎऩॊ
ૃऽॊ

ିোभಗ
ᏹัभฅ
ෙᚢभ૫

ুभઞइॊऋ
ಥরद৽࿀၌ଵ॑
௷ःथखऽअ

Ꭼि
ᙺऋਘऎऩॊ
ৡళล
ᚉဇखजअपऩॊ
ᚉဇखथखऽअ
ᄄဿ
᮶ᤄ
ಸ

৽࿀၌ଵभऋ୫ृभनप
ढथऌथःॊ૭ચਙऋँॊ
৽࿀၌ଵभਜ਼઼भગનੳ॑آ

ିো॑ৎরૃख
િ॑ତइथ
ठାऎऽद॑ाॊ

মযभ૾ଙपਂऋଋॊৎपमିؚোमরૃखऽखॆअآ

●手順⑩ 経鼻胃管に白湯を流します。
ボトル内に栄養剤がなくなったら、 接続部ま
で栄養剤が流れるのを待ちます。 栄養剤が接続

ুದ⋐؟ીവखञै৽࿀၌ଵपஜจ॑खऽघ

部まで流れてきたら、 栄養チューブのクレンメ

 ॺঝप౭ുදऋऩऎऩढञैؚமਢऽद

を閉じます。
経鼻胃管から栄養チューブを外し、 白湯の入っ
た注射器を接続し白湯をゆっくり流します。 そし
て経鼻胃管の蓋を閉じます。
注入が終了したことを対象児に伝えます。 『ご
ちそうさまでした』

౭ുදऋोॊभ॑ୄठऽघ؛
 ౭ുදऋமਢऽदोथऌञैؚ౭ുॳগش
ঈभॡঞথও॑൷गऽघ
 ৽࿀၌ଵऊै౭ുॳগشঈ॑ਗखؚஜจभোढ
ञିೝஓ॑மਢखஜจ॑ॅढऎॉखऽघ৽؛
࿀၌ଵभሼ॑൷गऽघ؛
 ିোऋીവखञऒध॑ৌుपइऽघ؛
ِओठजअऔऽदखञّ
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●手順⑪ 注入後の観察と記録をします。
注入終了時刻を記録します。 体温、 心拍数、
酸素飽和度、 呼吸や腹部の状態などを観察し記

ুದ⋑ି؟োभ௴ध੶ஈ॑खऽघ
 ିোીവৎമ॑੶ஈखऽघ؛

録します。
注入直後は胃が栄養剤で充満しているので胃
に入ったものが逆流しないよう、 急に体を動か
したり緊張させたりしないよう注意します。
注入終了後からバスに乗るまでの時間は、 少
なくとも 30 分できれば 1 時間は空けておきた

 ৬ആੱؚ༭ਯؚಞᆳਮ২ؚళลृभ૾ଙऩन॑௴ख੶ஈखऽघ؛
 ିোઉम၌ऋ౭ുදदౄखथःॊभद၌पোढञुभऋಗखऩःेअपؚप

৬॑ऊखञॉಸऔचञॉखऩःेअିਔखऽघ؛
 ିোીവऊैং५पଭॊऽदभৎमؚऩऎधुীदऌोयৎम૬ऐथउ
ऌञःदघ؛

ুದ⋒؟ൺહऐ॑खऽघ
 ༳ළഉଆૃभञीप౭ുදम৫ຆৎਰपઞ৷खؚ৵ীऐखञॉॉ઼ऌखथ
ଋढञुभमગਹ৷खऽच॒؛

いです。
手順⑫ 後片付けをします。
細菌汚染防止のために栄養剤は開封後 8 時
間以内に使用し、 小分けしたり作り置きして残っ

 ઞ৷खञିೝஓृ౭ുॳগشঈऋமਢऔोञॺঝमؚउจ॑ৢखथ౭ുදຸ॑ः
खऽघ؛ළोऋोऩःৃ়मঈছ३॑৷ःथরਙຸදदຸཱིखऽघ؛
 घॊৃ়मઃවಞॼॺজक़ಉभྃัपკऐथखؚदેীप
घघऍؚᄩऔचऽघ؛

 ିೝஓृ౭ുॳগشঈमڭౝपڭઐఌखऽघ؛

たものは再利用しません。 使用した注射器や、
毒する場合は 0.01% 次亜塩素酸ナトリウム等の溶液に漬けて消毒し、

して栄養剤を洗い流します。 汚れが取れない場

流水で十分にすすぎ、 乾燥させます。 注射器や栄養チューブは１週間

合はブラシを用いて中性洗剤で洗浄します。 消

に１回交換します。

６- ４- ２

第Ⅳ章

栄養チューブが接続されたボトルは、 お湯を通

胃瘻による経管栄養

⋇

ਏષृ౭ുදभનੳ

ুದ⋋

ିোभ

⋈

શঐॽগ॔ঝಉदିোં
भનੳ

ুದ⋌

౭ുॳগشঈषିো॑ౄᔉ

⋉

ুຸः

ুದ⋍

ুದ⋇

ିোघॊऒध॑इৌు
भਔઓનੳ

౭ുॳগشঈधமਢॳগشঈऩः
खमॳগشঈ၌ᯌढ़ॸॸشঝध
भமਢ

ুದ⋎

ᅙৣச২भ৹ତधᅙৣ৫

ুದ⋈

ళลृभ૾ଙનੳधિ৹ତ

ুದ⋏

ିোরभ૾ଙ௴

ুದ⋐

மਢॳগشঈऩःखमॳগشঈ
၌ᯌढ़ॸॸشঝपஜจ॑घ؛

மਢॳগشঈभமਢृॳগش
ঈ၌ᯌढ़ॸॸشঝभનੳ

ুದ⋑

ିোभ௴ध੶ஈ

ିোभ၌ઍभનੳ

ুದ⋒

ൺહऐ

၌ᯌढ़ॸॸشঝधᯌሠఢ೧भ௴
ুದ⋉ 
ুದ⋉

ুದ⋊

●ボタン型胃瘻の場合に、 経鼻経管栄養とは異
なる必要物品は、 接続チューブです。 接続チュー
ブは、 個々の胃瘻ボタンに固有の物で、 互換性
はありません。

⋇؟ਏષؚ౭ുද॑નੳखऽघ
౭ുදؚจഐऽखؚఇ
ିো৷ইॵॡँॊःम५ॱথॻିؚো৷ॺঝ
ॱথ၌ᯌभৃ়मமਢॳগشঈ
३জথ४ିقೝஓك
ఇ৷ढ़ॵউິؚढ़ॵউؚੑढ़ॵউ
ৎੑقওॺটঀشك
શঐॽগ॔ঝॳقख़ॵॡढ़كॻش

⋈ି؟োંಉ॑નੳखऽघ
⋉ຸু؟ः॑खऽघ
ুದ⋇ି؟োपणःथभৌుभਔઓ॑નੳखऽघ
ুದ⋈؟ళลृभ૾ଙ॑નੳखિ॑ତइऽघ
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౭ുӅұҴӐӢ
மਢ

ॡঞথও

ॱথ
மਢ
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၌ᯌऊैभିোুದ

●手順③ -1 胃瘻のカテーテルと瘻孔周囲を観
察します。
ガーゼの汚れがないか、 ストッパーが皮膚の
一箇所へ圧迫していないか、 胃瘻のボタンや
チューブが抜けかけていたり、 漏れがあったり、
発赤がないかなど瘻孔周囲を観察します。
手 順 ③ -2 チ ュ ー ブ 型 胃 瘻 の 場 合 ： 胃 瘻 の
チューブの固定位置と長さの確認をします。

ুದ⋉၌ᯌढ़ॸॸشঝध၌ᯌఢ೧॑௴खऽघ
 फ़ش८भළोऋऩःऊ ءਏदँोयిफ़ش८॑ઐఌ
 ၌ᯌभॱথऋຜჹ॑ಓखथःऩःऊء
 ᯌሠఢ೧ऊैोऋऩःऊء
 ຜჹभऋऩःऊء
ഀ॑
નੳ

ॳগشঈ၌ᯌभৃ়

ストッパーが適正な位置にあるか確認します。

ুದ⋉၌ᯌढ़ॸॸشঝभಕਜ਼઼धশऔ॑નੳखऽघ

あるいは、 瘻孔の外に出ているチューブの長さ

 ॳগشঈ၌ᯌढ़ॸॸشঝदम५ॺॵঃشऋిਫऩਜ਼઼पँ
ॊऊનੳखऽघ؛

がいつもと同じ長さであるか確認します。

 ᯌሠभਗपলथःॊॳগشঈभশऔऋःणुधगশऔदँ
ॊऊનੳखऽघ؛
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●手順③ -2 ボタン型胃瘻の場合 ： 胃瘻のボタ
ンと接続チューブを接続します。
接続チューブのクレンメとふたが閉まっている
ことを確認します。

医療的ケア児の看護ケアの実際

次に胃瘻のボタンと接続チューブの印を正確
に合わせて、 パチンと手応えがあるまで押し入

ॱথ၌ᯌभৃ়

ুದ⋉၌ᯌभॱথधமਢॳগشঈ॑மਢखऽघ
 மਢॳগشঈभॡঞথওधሼऋ
൷ऽढथःॊऒध॑નੳखऽघ ؛

れます。 この操作の時に、 胃瘻のボタンを横
から親指と人差し指でしっかりはさんで保持し、
ボタンが腹部を圧迫しないようにします。 接続
チューブを 3/4 回転回し、 接続が外れないよう
にロックします。

 ၌ᯌभॱথधமਢॳগشঈभഀ॑ਫનप়ॎचथؚঃॳথधুૢइऋँॊ
ऽदखোोऽघ؛ऒभඝৎपؚ၌ᯌभॱথ॑૯ऊैधয୷खद
खढऊॉमऔ॒द৳खؚॱথऋ॑ಓखऩःेअपखऽघ؛

 மਢॳগشঈ॑ૡखமਢऋ
ਗोऩःेअपটॵॡखऽघ؛

ഀ

●手順④から⑥は経鼻経管栄養に準ずる。
手順⑦ 栄養剤 ・ 水分の内容と量が指示内容
であるかを再度確認します。
接続チューブのクレンメを閉じた状態で接続し
ます。
注入中に接続部からの液漏れをおこさないよ
うに、 接続はしっかり行います。

ুದ⋍ ॱথ၌ᯌभமਢॳগشঈ ऩःखम
ॳগشঈ၌ᯌढ़ॸॸشঝध ౭ുॳগشঈ॑மਢखऽघ
 ౭ുද؞ীभઍधऋંઍदँॊऊ॑ગ২નੳखऽघ؛
 மਢॳগشঈभॡঞথও॑൷गञ૾ଙदமਢखऽघ؛
 ିোরपமਢऊैभัो॑उऒऔऩःेअपமਢमखढऊॉষःऽघ؛
 ౭ുॳগشঈधभமਢඝभपॳؚগشঈ၌ᯌढ़ॸॸشঝृؚॱথ
၌ᯌभமਢॳগشঈ॑ਬढैऩःेअपିਔखऽघ؛

栄養チューブとの接続操作の際に、 チューブ型
胃瘻カテーテルや、 ボタン型胃瘻の接続チュー

౭ുॳগشঈधभமਢ

ブを引っ張らないように注意します。
மਢॳগشঈप१ॖॻॳগشঈऋँॊৃ়
ሼऋਗोಔःभदିਔखऽघ؛
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●手順⑧と⑨は経鼻経管栄養に準ずる。
手順⑩ 注入が終了したらチューブに白湯を流
します。
ボトル内に栄養剤がなくなったら、 接続部ま
で栄養剤が流れるのを待ち栄養剤が接続部まで
流れてきたら、 栄養チューブのクレンメを閉じ、
注入が終了したことを対象児に伝えます。
チューブ型胃瘻の場合、 胃瘻カテーテルから
栄養チューブを外し、 白湯の入った注射器を接

ুದ⋐ି؟োऋીവखञैॳগشঈपஜจ॑खऽघ
 ॺঝप౭ുදऋऩऎऩढञैؚமਢऽद౭ുදऋोॊभ॑ୄठ౭ു
දऋமਢऽदोथऌञैؚ౭ുॳগشঈभॡঞথও॑൷गऽघ؛
 ିোऋીവखञऒध॑ৌుपइऽघِ؛ओठजअऔऽदखञّ
 ॳগشঈ၌ᯌभৃ়ؚ၌ᯌढ़ॸॸشঝऊै౭ു
ॳগشঈ॑ਗखؚஜจभোढञିೝஓ॑மਢखஜจ॑
ॅढऎॉखऽघ؛၌ᯌढ़ॸॸشঝभሼ॑൷गऽघ؛
 ॱথ၌ᯌभৃ়ؚமਢॳগشঈभॡঞথও॑൷गथऊैؚ
౭ുॳগشঈ॑ਗखؚமਢॳগشঈभሼ॑खऽघ؛
၌ᯌॱথऊैமਢॳগشঈ॑ਗखؚ၌ᯌॱথभሼ॑खऽघ؛
ഀ

続し白湯をゆっくり流し、 胃瘻カテーテルの蓋を
閉じます。

ॱথ၌ᯌ॑ൺুभधয୷खदखढ
ऊॉ৳खऩऋैؚமਢॳগشঈ॑൰ഀ্
पహ౦ऽदರखथमङखऽघ

ボタン型胃瘻の場合、 接続チューブのクレン
メを閉じてから、 栄養チューブを外し、 接続チュー
ブの蓋をします。
さらに、 胃瘻ボタンから接続チューブを外し、

瘻を片手の親指と人差し指でしっかり保持しながら、 接続チューブを矢
印方向に黒色線まで戻してはずします。

６- ４- ３
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胃瘻ボタンの蓋をします。 この時、 ボタン型胃

半固形栄養剤やミキサー食の注入

⋇

ਏષृ౭ുදقय़१ش୫ك
भનੳ

ুದ⋋

ಕ౭ുදقय़१ش୫كभ


⋈

શঐॽগ॔ঝಉदିোં
भનੳ

ুದ⋌

ಕ౭ുදقय़१ش୫ି॑ك
ೝஓपลःऑॊ

⋉

ুຸः

ুದ⋍

ିೝஓ॑ॳগشঈपமਢखুख
दିো

ুದ⋇

ିোघॊऒध॑इৌు
भਔઓનੳ

ুದ⋎

ਯী࿒दંऔोञ॑ॉନ
खିো

ুದ⋈

ళลृभ૾ଙનੳधિ৹ତ

ুದ⋏

ିোরभ૾ଙ௴

ুದ⋐

மਢॳগشঈऩःखमॳগشঈ
၌ᯌढ़ॸॸشঝपஜจ॑घ

மਢॳগشঈभமਢृॳগشঈ
၌ᯌढ़ॸॸشঝभનੳ

ুದ⋑

ିোभ௴ध੶ஈ

ିোभ၌ઍभનੳ

ুದ⋒

ൺહऐ

ুದ⋉ ၌ᯌढ़ॸॸشঝधᯌሠఢ೧भ௴

ুದ⋉
ুದ⋊

ઇ৩मᙴᮽลਬಉଢ଼ఊदᅙৣभाखऊৰखथःऩःৃ়मؚಕ॑ৰघॊऒधमदऌऽच॒؛

●準備① 必要物品、 栄養剤を確認します。
胃瘻の接続チューブはボーラスタイプ （垂直
で太いタイプ） を使用します。
接続の方法は滴下注入用チューブと同様に
3/4 回転させてロックします。
準備②、 ③は経鼻経管栄養に準ずる。
手順①注入についての対象児の意思を確認し

⋇؟ਏષؚ౭ുද॑નੳखऽघ
மਢॳগشঈ

ن୫হ৷भ၌ᯌமਢॳগشঈه

 ၌ᯌभமਢॳগشঈमشছ५ॱॖউقႄઉद
୬ःॱॖউ॑كઞ৷खऽघ؛
 மਢभ্১मᅙৣିো৷ॳগشঈधप
ૡऔचथটॵॡखऽघ؛

ます
半固形栄養剤の場合 ： 前吸引の内容や量に応
じて、 指示書の通りの量の半固形化栄養剤を計
量カップなどに入れます。
ミキサー食の場合 ： 注射器で吸い上げること
ができる程度に水分 ( スープや牛乳 ) で薄めたり、

ুದ⋇ି؟োपणःथभৌుभਔઓ॑નੳखऽघ
 ಕ౭ുදभৃ়؟ลਬभઍृपૢगथؚંછभৢॉभभಕ৲
౭ുද॑ੑढ़ॵউऩनपোोऽघ؛

 य़१ش୫भৃ়ି؟ೝஓदลःऑॊऒधऋदऌॊங২पীق५شউृฟ
كदුीञॉؚੜའදदधौा॑णऐथؚय़१ش୫भའ২॑৹තखऽघ؛
 ആ২मଞആعযျங২दघ؛

増粘剤でとろみをつけて、 ミキサー食の粘度を
調節します。
温度は常温～人肌程度です。
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医療的ケア児の看護ケアの実際

ಕ౭ുදृय़१ش୫भ३জথ४ିো

●手順②から④は胃瘻の手順に準ずる。
手順⑤ 半固形栄養剤あるいはミキサー食を
準備します。
手順⑥ 半固形栄養剤あるいはミキサー食を
注射器に吸い上げます。
30 ～ 50cc の注射器で量を測りながら、 指
示されている量の半固形栄養剤あるいはミキ
サー食を吸い上げます
ミキサー食の場合は、 おかず毎にメニューを
確認しながら吸い上げます。
注射器を上に向けてできるだけ空気を抜いて
おきます。
手順⑦ 注射器をボタン型胃瘻の接続チューブ

ুದ⋌؟ಕ౭ുදँॊःमय़१ش୫॑ିೝஓपลःऑऽघ
 عFFभିೝஓद॑ॉऩऋैؚંऔोथःॊभಕ౭ുදँॊ
ःमय़१ش୫॑ลःऑऽघ؛
 य़१ش୫भৃ়मؚउऊङ㟌पওॽগ॑شનੳखऩऋैลःऑऽघ؛
 ିೝஓ॑पऐथदऌॊटऐ૬ਞ॑௷ःथउऌऽघ؛

ুದ⋍ି؟ೝஓ॑ॱথ၌ᯌभமਢॳগشঈऩःखम
ॳগشঈ၌ᯌढ़ॸॸشঝपமਢखथুखदିোखऽघ
 ॡঞথও॑൷गञ૾ଙदமਢखऽघ؛

 ିোরपமਢऊैभัो॑उऒऔऩःे
अपமਢमखढऊॉষःऽघ؛

ऒऒ॑खढऊॉ
औइऩऋै
ুखିোघॊ

 FFଧؚFFଧؚFFଧங২भ
ச২दॅढऎॉିোखऽघ؛

ないしはチューブ型胃瘻カテーテルに接続し手
押しで注入します。
クレンメを閉じた状態で接続します。

第Ⅳ章

注入中に接続部からの液漏れをおこさないよ

うに接続はしっかり行います。
20cc/10 秒、 30cc/20 秒、 50cc/30 秒程度の速度でゆっくり注
入します。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●手順⑧ 数分間隔で指示された量を繰り返し
注入します。
頻脈、 嘔気 ・ 嘔吐などの症状が観察されない
ように、 注入速度や注入間隔を調節します。
ミキサー食のメニューによっては、 硬さや残渣
によって注射器に吸い上げ難い物もありますが、
そのような食物を注入すると、 胃瘻のボタンや

ুದ⋎؟ਯী࿒दંऔोञ॑ॉନखିোखऽघ
 ᄄဿؚᚉਞ؞ᚉဇऩनभඪ૾ऋ௴औोऩःेअपିؚোச২ृିো࿒॑
৹තखऽघ؛
 य़१ش୫भওॽগشपेढथमؚໂऔृଋ᪗पेढथିೝஓपลःऑ
ःुँॊऋؚजभेअऩ୫॑ିোघॊधؚ၌ᯌभॱথृॳগشঈ॑൵
ऽैचथखऽअभदିؚೝஓିোपిਊदऩः୫मିোखऩःेअपखऽ
घ؛

チューブを詰まらせてしまうので、 注射器注入
に適当でない食物は注入しないようにします。

ুದ⋐ି؟োऋીവखञैॳগشঈपஜจ॑घ

手順⑨は経鼻経管栄養に準ずる。

 ିোીവमऊउภ॑FFਰିোखॳؚগشঈ॑ऌोःपखऽघ؛

手順⑩ 注入が終了したらチューブに白湯を流

 ॱথ၌ᯌभৃ়ؚமਢॳগشঈ॑ॱথऊैਗखञৎभभᅙॉ॑ଆएञ
ीपؚமਢॳগشঈ॑ਗघपؚ૬ਞ॑FFஙघ্১ुँॉऽघ؛

します。
注入が終了したことを対象児に伝えます 『ご
ちそうさまでした』。
終了後は水かお茶を 10cc 以上注入し、チュー
ブ内をきれいにします。

から外した時の水の滴りを防ぐために、 接続チューブを外す前に空気を
10cc 程流すことがあります。

ボタン型胃瘻の場合、 接続チューフをボタン
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●ミキサー食注入のメリット
半固形栄養剤の利点に加え、 本来の食事に近
い注入内容であるため、 優れた栄養注入の方法
として近年注目されています。
A. 半固形栄養剤として
胃からの排出がゆっくりなため、 食後の頻脈
や高血糖や低血圧が起こりにくく下痢になりに
くい。
胃から食道に逆流しにくい。
B. 天然の多様な食材が摂取できる
ミネラル、 ビタミン、 微量元素が初めから含
まれているので微量元素欠乏症のリスクが軽
減する。

य़१ش୫ିোभওজॵॺ
ಕ౭ുදभਹਡपਸइؚমਟभ୫হपःିোઍदँॊञीؚરोञ౭ു
ିোभ্১धखथফି৯औोथःऽघ؛
$ଠேभऩ୫౫ऋၭदऌॊ
ٴॿছঝ؞অॱথؚ੪ಞऩनऋੂीऊैஅऽोथःॊभदؚ੪ಞಳ࿅ඪभজ५ॡ
ऋೄखऽघ؛

ٴ୫ྐऋੂीऊैஅऽोथःॊभदؚਙऋਫଞ৲खऽघ؛

%ಕ౭ുදधखथ
ٴ၌ऊैभൾলऋॅढऎॉऩभदؚ୫भᄄဿृৈഷႇृഷಓऋକऒॉपऎऎৣؚበपऩॉ
पऎःदघ؛
ٴ၌ऊै୫पಗखपऎःदघ؛

&ৢଞभ୫হधखथ
ٴ३জথ४ିোदँॊञीؚ৩धڭৌڭदॅढऎॉঢ়ॎोऽघ؛
ٴ୫হभಘॉ॑௫खिऒधऋदऌऽघ؛

食物繊維が初めから含まれているので、 便性
が正常化する。
C. 通常の食事として

くり関われる。
食事の香りを楽しむことができる。
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シリンジ注入であるため、 職員と１対１でゆっ

乳児期から経管栄養を行い、 ミルクや経管栄
養剤を注入していた対象児が、 胃瘻造設を機に
ミキサー食注入を開始することがあります。
この時、 生まれて始めて注入する食材で、 い
きなり食物アレルギー反応を起こすことが稀に
あります。

य़१ش୫ିোध୫॔ঞঝॠش
ుऊैঝॡृ৽ଵ౭ുදभाभ৽ଵ౭ു॑खथःञनुऋؚ၌ᯌୗਝ॑ਃ
पय़१ش୫ିো॑৫घॊऒधऋेऎँॉऽघ؛
েऽोथीथିোघॊ୫౫द୫॔ঞঝॠشખૢ॑କऒघজ५ॡऋँॉऽघ؛
भञीय़१ش୫ିো॑৫घॊपؚഷরभಿਉ્౮,J(ಿ৬॑ਫ਼ਪء

念のためにミキサー食注入を開始する前に、

,J(ಿ৬ਫ਼ਪम
ਏऊ౯ऊء

血中の抗原特異的 IgE 抗体を検査すると、 摂
取したこともない食材に陽性反応が出ることが
あります。
しかし抗原特異的 IgE 抗体陽性の食材であっ
ても必ずしもアレルギー反応が出るとは限りま

ၭखञऒधुऩः୫౫प഻ਙખૢऋলॊ
ऒधऋँॉऽघऋؚಿਉ્౮,J(ಿ৬഻ਙ
भ୫౫दँढथुؚङखु॔ঞঝॠشખ
ૢऋলॊधमॉऽच॒؛

ಿਉ્౮,J(ಿ৬ྔਙभ୫౫दँढथुؚ
॔ঞঝॠشખૢऋলॊऒधऋँॉऽघ؛

ଞऩठू॒ऋ୫॑ਤीॊৃ়धपؚैोञ୫౫॑ङणၭख
थؚ॔ঞঝॠشખૢभથ૮पିਔखऩऋैؚ୫౫भரథृၭ॑ဉرपੜृख
थःऌऽखॆअ؛

せん。
逆に抗原特異的 IgE 抗体陰性の食材であって
もアレルギー反応が出ることがあります。
そのため抗原特異的 IgE 抗体検査を行うこと
に関しては意見が分かれています。

いずれにせよ、 ミキサー食注入を開始する場合には、 健常な赤ちゃ
んが離乳食を進める場合と同様に、 限られた食材を少量ずつ摂取して、
アレルギー反応の有無に注意しながら、 食材の種類や摂取量を徐々に
増やしていきましょう。
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●ミキサー食注入と食物アレルギー

６- ５

経管栄養に関するその他の知識

●薬液の注入手順
① 「薬の内容 （種類と数）」 が指示書と同じで
あることを確認します。
②薬溶解用のコップに薬を入れ、 白湯で十分に
溶解します。
③溶解した薬を注射器内に吸い上げ、 コップ内
に後押し用の白湯を入れておきます。
④注射器をしっかりチューブに接続し、 注射器の
先に薬が詰まらないように、 薬が注射器内に
残らないように、 注射器を振りながら注入し
ます。

ఇभିোৎभুದ
⋇ ఇभઍ ரథधਯ ऋંછधगदँॊऒध॑નੳ
खऽघ؛
⋈ ఇྃੰ৷भ॥ॵউपఇ॑োोؚஜจदેীपྃੰखऽ
घ؛
⋉ ྃੰखञఇ॑ିೝஓपลःऑؚ॥ॵউपख
৷भஜจ॑োोथउऌऽघ؛
⋊ ିೝஓ॑खढऊॉॳগشঈपமਢखିؚೝஓभपఇ
ऋ൵ऽैऩःेअपؚఇऋିೝஓपଋैऩःेअ
पିؚೝஓ॑ஷॉऩऋैିোखऽघ؛

⋋ ख৷भஜจदؚ॥ॵউपહାखथःॊఇ॑ेऎྃ
ऊखऩऋैିೝஓपลःऑିোखऽघ؛

⑤後押し用の白湯でコップに付着している薬を
よく溶かしながら注射器に吸い上げ注入しま
す。
教職員が通常に行う行為として認められた行

同して介護をする上で、 教職員も知識をもつことは有用です。
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為ではありませんが、 医師、 看護師、 家族と協

医療的ケア児の看護ケアの実際

●栄養剤の注入手技そのものはそれ程むずかし
いことではありませんが、 薬をチューブに詰まら
せないように注入することは意外に技術を要し
ます。
医療機関においても、 内服薬で閉塞させてし
まうというトラブルは意外に多いものです。

ఇभିোभখজॺॵঁ؞
؝ڭఇभିোພोृؚఇିোभॱॖথॢभෙॉ؛
ੰྃ؝ڮखञఇั॑ऒऻघ؛
؝گఇ॑৽࿀၌ଵृॱথॳ؞গشঈ၌ᯌभॳগشঈप൵ऽैचॊ؛

内服薬による経鼻胃管 ・ 胃瘻の閉塞が生じた
場合、 閉塞したチューブを交換しなければなら

$ఇभྃੰ্১

ないという大きな負担が生じます。

ેٮীऩஜจभقPOங২كदྃੰखऽघ؛

経鼻胃管にしても胃瘻にしても、 交換用の
チューブと交換できる人がいないと入れ替えるこ

ੰྃٮघॊஜจभആ২॑ৈीق٦كपखऽघ؛

൵ऽॉृघःఇ॑
ିোघॊৎभৌૢ

ٮஜจपྃੰखथऊैৎقীங২઼॑كऌऽघ؛
ٮჭදमपᄝखथऊैஜจपखྃੰखऽघ؛

%ఇัभିো্১

ٮఇදऋିೝஓपຕखऩःेअपசृऊपିোखऽघ؛

とはできません。

ٮఇัିোभपमેীभ॑োोथ৽ؚ࿀၌ଵ؞၌ᯌ

それまでの間、 水分も栄養剤も注入すること

द౭ുදधఇัऋமखऩःेअपखऽघ؛

ができなくなります。
さらに、 経鼻空腸チューブや腸瘻の場合は、

する。

医療機関で X 線透視下で交換する必要があり、

十分な白湯の量 （20ml 程度） で溶解する。

家族にとっても本人にとっても大きな負担になり

白湯に溶解してから時間 （10 分程度） を置く。

ます。

錠剤は先に粉砕してから白湯に浸し溶解する。

さらに、 必要な内服薬をその時間に注入でき
ないことにもなり、 それはまた重要な問題です。
詰まりやすい薬を注入する時の対応は
A. 薬の溶解方法

B. 薬液の注入方法
薬剤がシリンジ内に沈殿しないように速やかに注入する。
薬液注入の前後には十分量の押水を入れて、 経鼻胃管 ・ 胃瘻内で栄
養剤と薬液が接しな いようにする。

溶解する白湯の温度を高め （55℃前後） に
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●胃食道逆流症は、 重症心身障害児では合併す
ることが多く、 呼吸の障害と悪循環となり、 健
康に大きく影響します。
食道裂孔ヘルニア （胃の一部が胸郭に出た状
態） となっていることもあり、 胃食道逆流症の
大きな原因の一つなっています。

၌୫ಗඪ
ඪੱମ૩ుदम়ಡघॊऒधऋऎؚళลभ૩धப୭धऩॉؚ೨पপऌ
ऎ୶खऽघ؛
୫ຝሠঊঝॽ॔ق၌भऋႼपলञ૾ଙكधऩढथःॊऒधुँॉऽघ؛

第Ⅳ章

●胃から食道へ食物や胃液などの胃内容物が逆
流して、 様々な症状を起こす状態を胃食道逆流
症と言います。
その原因は

၌୫ಗඪ
၌ऊै୫ष୫ृ၌ัऩनभ၌ઍऋಗखथرऩඪ૾॑କऒघ૾ଙ
ْਉٓ
⋇৬भડऩनपेॊ୫ຝሠঊঝॽ॔

②薬物等による胃や腸の蠕動運動低下
③閉塞性呼吸障害
④加齢による下部食道括約筋の弛緩など様々な

⋈ఇಉपेॊ၌ृႯभứઈৣ
⋉൷ኋਙళล૩

ਞଵ

୫

です。
胃食道逆流症に関連した症状には、

ْ၌୫ಗඪपঢ়৴खञඪ૾ٓ
⋇၌पোढञ୫ृ౭ുදभಗृᚉဇपेॊඪ૾
ᚉဇ؞ખ᷼ઈ؞౭ു૩؞৬ੜਸਂଐ

૯࿒Ⴭ

①嘔吐 ・ 反芻運動 ・ 栄養障害 ・ 体重増加不良な

ಗ

ど胃内に入った食物や栄養剤の逆流や嘔吐に
よる症状。

⋊ਸೡपेॊৣ୫ฐ৺൙भ፩

ેႯ

၌

⋈၌भಗपेॊ୫༇ ୫ንᯂ भඪ૾
॥ششभ၌ଋ؞൱؞൱؞།ഷ
⋉၌ઍभಗऋድ୍؞።୍॑ඵౕखञॉਞଵपෙᚢ
औोॊऒधपेॊඪ૾
Ꭼᚍᙺ؞අ؞ખ୮ਙཡ༇

②コーヒー様の胃残 ・ 胸痛 ・ 腹痛 ・ 貧血など、
胃酸の逆流による食道炎 ( 食道潰瘍 ) の症状。
③咳嗽発作 ・ 喘息 ・ 反復性肺炎など、 胃内容の

逆流物が咽頭 ・ 喉頭を刺激したり、 気管内に誤嚥されることによる
症状があります。

●姿勢と胃内容物の位置関係を図に示します。
食道と胃の接合部 （噴門） は体幹の背側に位
置し、 胃の出口 （幽門） は腹側に位置するため、
仰臥位にすると胃の内容物は食道に逆流しやす
くなり、 腹臥位にすると胃の内容物は十二指腸
に流れやすくなります。
学校における注入は、 車椅子座位、 腹臥位、

િध၌ઍभਜ਼઼ঢ়બ
୫ध၌भம়ྱقكम৬ୌभ
ూડपਜ਼઼खؚ၌भলઠقቋكम
ડपਜ਼઼घॊञीྛؚᇧਜ਼पघॊ
ध၌भઍम୫पಗखृघऎ
ऩॉؚᇧਜ਼पघॊध၌भઍम
ેႯपोृघऎऩॉऽघ؛

深め側臥位で行うことで胃食道逆流が予防でき
ます。

ᇼౠਜ਼ؚᇧਜ਼ؚीડᇧਜ਼दିো॑ষअध၌୫ಗऋଆदऌऽघ؛
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①体の側彎変形などによる食道裂孔ヘルニア

●胃食道逆流防止手術 （Nissen 噴門形成術）
は、 胃瘻造設だけでなく、 左図のように、 横隔
膜右脚の縫縮、 食道裂孔 ・ 下部食道の固定 （食

၌୫ಗଆૃু

ق1LVVHQྱਛك

道裂孔ヘルニアの再発防止）、 噴門形成 （腹部

 ૯࿒Ⴭక࿄भཌೠ

食道の復旧 ・ 延長および His 角の形成） を行い

 ୫ຝሠৣ؞୫भಕق୫ຝሠঊঝॽ॔भગଆૃك

ます。

 ྱਛق୫भ୮೮؞భশउेल+LVഓभਛك

右図のように、 腹部食道に胃を巻き付けるこ

୫प၌॑ඕऌહऐॊऒधदಗଆૃ
ఉभਃચऋୄदऌऽघ؛

とで逆流防止弁の機能が期待できます。

+LVഓ

ْٓ

ْٓ
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●胃食道逆流防止手術後は、 胃から食道への逆
流が抑制されているため、 胃が拡張した時に嘔
吐やおくび （ゲップ） をしにくく、 不快になるこ
とがあります。

医療的ケア児の看護ケアの実際

注入前の残量チェック、 胃内のガス抜き （空

၌୫ಗଆૃুभିਔ
 ၌ऊै୫षभಗऋ೪औोथःॊञीؚ၌ऋఁखञৎपᚉဇृउऎ
लق।ॵউ॑كखपऎऎਂؚपऩॊऒधऋँॉऽघ؛

気の吸引）、 嘔気がでてきたら注入速度を落と
すなどの注意が重要です。
胃が過度に拡張することが多いと、 胃食道逆

ି؞োभଋॳख़ॵॡ
ਏ

流症の再発につながります。
逆流防止手術を受けていない場合でも、 空気
嚥下が多いなどの理由から、 胃に空気がたまり

؞၌भफ़५௷ऌق૬ਞभลਬك
؞ᚉਞऋदथऌञैିোச২॑धघ

 ၌ऋૌ২पఁघॊऒधऋःधؚ၌୫ಗඪभગपणऩऋॉऽघ؛

やすいケースでは、 注入前以外でも、 胃からの

ಗଆૃু॑ਭऐथःऩःৃ়दुؚ૬ਞᚢৣऋःऩनभ৶ऊैؚ
၌प૬ਞऋञऽॉृघःॣش५दमିؚোਰਗदुؚ၌ऊैभ૬ਞभล

空気の吸引 （脱気） が必要な場合があります。

ਬقਞكऋਏऩৃ়ऋँॉऽघ؛

●ダンピング症候群とは、 経腸栄養 （特に空腸
チューブでの注入） を行っている場合に栄養剤
が急速に胃腸に送り込まれることが原因で生じ
る病態です。
早期ダンピング症候群
【病態】 栄養剤が急速に小腸に流れ込むと、
浸透圧で体の水分が腸の中に集まり、 一時的に
血管内の循環血液量が減少します。
【症状】 頻脈 （動悸） 低血圧 （立ちくらみ、
めまい、 顔面蒼白）
【対応】 頻脈にならない程度に注入速度を遅く
します。
後期ダンピング症候群

ॲথআথॢඪණ
৽Ⴏ౭ു્قप૬Ⴏॳগشঈदभିো॑كষढथःॊৃ়प
౭ുදऋசप၌Ⴏपଛॉऽोॊऒधऋਉदেगॊ୰ଙ
ଫॲথআথॢඪණ
ْ୰ଙٓ౭ുදऋசप৵Ⴏपोिध්ؚಓद৬भীऋႯभরपૐऽॉؚ
ৎपഷଵभ୭ഷัऋखऽघ؛
ْඪ૾ٓᄄဿقᠶكഷಓقয়ठऎैाؚीऽःؚ౿એສஜك
ْৌૢٓᄄဿपऩैऩःங২पିোச২॑ऎखऽघ؛

ॲথআথॢඪණ
ْ୰ଙٓ౭ുදऋลઽऔोഷႇऋౕपಊघॊधؚजभॖথ३গজথऋૌप
ীᆌऔोഷႇ॑ਬऌକऒखऽघ؛

ْඪ૾ٓഷႇपेॊؚௌؚ౿એສஜ؛
ْৌૢٓഷႇඪ૾ऋँोयႇऩन॑ିোखऽघڭ؛भିো॑ैखିো
ਯ॑ੜृखऽघقᄄିোك

【病態】 栄養剤が吸収され血糖が急激に上昇
すると、 その後インシュリンが過剰に分泌され
低血糖を引き起こします。

【対応】 低血糖症状があれば糖水などを注入します。 １回の注入量を
減らし注入回数を増やします （少量頻回注入）

【症状】 低血糖による発汗、疲労感、顔面蒼白。
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●重症心身障害児は上腸間膜動脈症候群と類似
した状態によって十二指腸の通過障害を起こす
ことがあります。

ႯჍဿඪණق60$ඪණكథ๚૾ଙ
ેڀႯৢૌ૩

痩せ 長期仰臥位 脊柱前弯 蠕動低下といっ

ٮጐच
ٮশྛᇧਜ਼
ٮᏢ
ٮứৣ

た、 重症心身障害児によくある状態が原因で、
十二指腸の水平 ･ 上行部 ( 第３部分 ) が、 大
動脈や脊柱と上腸間膜動脈、 腹壁の間に挟まれ
て通過障害をおこし （上腸間膜動脈症候群類似

ેႯभҩষ ਸ਼ী ऋপဿृᏢध
ႯჍဿؚभपგऽोथৢૌ૩॑उऒ
खقႯჍဿඪණథ๚भ૾ଙك၌ఁق২
ऩৃ়मॖঞक़५ृكઃਙ၌୫ಗඪ॑उऒघ

の状態です） 胃拡張 （重度な場合はイレウス）
や二次性胃食道逆流症をおこすことがあります。
対策としては、 体重増加 腹臥位 左側臥位、
空腸カテーテル栄養 （経鼻 ・ 経胃瘻） などがあ

ْৌੁٓ৬ੜਸ ᇧਜ਼ ంડᇧਜ਼
૬Ⴏढ़ॸॸشঝ౭ു৽ق࿀৽؞၌ᯌك

ります。
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●この写真では、 胃から排出された造影剤が、
十二指腸の上行部の起始部に停滞し、 下行部が
拡張しているのが分かります。
害を起こし、 胃も拡張しています。

ጐच শྛᇧਜ਼
Ꮲ ứৣ

ેႯৢૌ૩

ႯჍဿඪණథ๚૾ଙك

ે


Ⴏ

၌ଋभੜਸ
၌ᯌऊैभัो
၌ఁ ২दमॖঞक़५
ઃਙ၌୫ಗඪ
ৣষभఁ
ষକदभ

●注入中の喘鳴増強の原因と対応について説明
します。
①注入の刺激により分泌増加した唾液の咽頭貯
留による喘鳴の場合は、 上体をあまり挙上
せずに深い側臥位にします。
②胃内容が逆流してくることによる喘鳴の場合
は、 注入中に栄養剤の匂いがすることがある
りますが、 このような場合は 適切に上体を挙

ିোরभᙺੜਘभਉधৌૢ
⋇ିোभඵౕपेॉীᆌੜਸखञᏹัभ
ድ୍ฅपेॊᙺ
ڀ৬॑ँऽॉचङपःડᇧਜ਼पखऽघ؛
⋈၌ઍऋಗखथऎॊऒधपेॊᙺ
ିقোরप౭ുදभᄔःऋघॊऒधऋँॊ ك

ిڀજप৬॑घॊऊᇧਜ਼पखऽघ؛

上するか腹臥位にします。
③経鼻胃管先端が食道内や胃の噴門近くにある
④経鼻胃管が短すぎる 場合には、 医師の指示
に従って看護師等が経鼻胃管を挿入し直しま
す。

⋉৽࿀၌ଵഈऋ୫ृ၌भྱऎपँॊ
⋊৽࿀၌ଵऋಢघऍॊ

ڀୢపभંपజढथ่૧పಉऋ৽࿀၌ଵ॑ዠো
खઉखऽघ؛
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十二指腸の上行部が、 何らかの原因で通過障

ႯჍဿඪණق60$ඪණكథ๚૾ଙ
ેڀႯৢૌ૩

●注入中の姿勢は、 背臥位や車椅子座位だけで
なく、 腹臥位による注入も考慮します。
腹臥位による注入は、 様々な要因による胃食
道逆流症に対しても、 注入中の唾液分泌による
喘鳴に対しても、 それらを軽減することが可能

ିোৎभિଦൟ ᇧਜ਼पेॊିো
ᇧਜ਼पेॊିোमؚرऩਏपेॊ၌୫ಗඪपৌखथुିؚোরभᏹัী
ᆌपेॊᙺपৌखथुؚजोै॑ೄघॊऒधऋ૭ચऩశଞपથ৷ऩિदघ؛

な非常に有用な姿勢です。

્શ੍ର৾ૅभઇदभᇧਜ਼િदभିোৃએ
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●経腸栄養用注入ポンプを使用することがあり
ます。

医療的ケア児の看護ケアの実際

消化管の蠕動や吸収機能に問題がある場合、
遅い速度で注入することで嘔吐や下痢を予防で
きることがあります。
このような場合、 経腸栄養用注入ポンプを使
用することで安定した注入ができます。

৽Ⴏ౭ു৷ିোএথউ
৲ଵभứृลઽਃચपਖऋँॊৃ়ؚःச২दିোघॊऒधदᚉဇृৣበ॑
ଆदऌॊऒधऋँॉऽघ؛
ऒभेअऩৃ়৽ؚႯ౭ു৷ିোএথউ॑ઞ৷घॊऒधदखञିোऋदऌऽघ؛
जोऺनःச২दିোघॊਏऋऩःৃ়दु ؚಓृିোभའਙभ৲पঢ়બ
ऩऎभச২दିোदऌॊञीؚএথউभઞ৷ऋखथःऽघ؛

それほど遅い速度で注入する必要がない場合

৽Ⴏ౭ു৷ିোএথউઞ৷ৎभএॖথॺ
ٮ౭ുॳগشঈभ७ॵॸॕথॢ
ٮଖச২धିোभਝ

でも、 腹圧や注入物の粘性の変化に関係なく一
定の速度で注入できるため、 ポンプの使用が普

৽Ⴏ౭ു৷ିোএথউ॑ୢਃঢ়ऊैঞথॱঝदऌॊभम

及しています。

୧৵ు৽ଵ౭ു১ଵ৶મ
୧ਛী౭ു৽ଵ౭ു১ଵ৶મ

注入ポンプ使用時のポイントは 「栄養のセッ

॑खथःॊৃ়भादघ

ティング」 と 「投与速度と注入量の設定」 を正
しく行うことです。
在宅小児経管栄養法指導管理料か在宅成分
栄養経管栄養法指導管理料を算定している場合

に、 管理料を算定している医療機関から経管栄養用のポンプをレンタ
ルできます。

140

７. 神経因性膀胱と間欠導尿
７- １

神経因性膀胱と間欠導尿

●神経因性膀胱とは膀胱の神経支配の異常によ
り発生する排尿機能の障害です。 膀胱の神経支
配の異常は脊髄の障害によって生じることが多

ઋ৽ਙᶾᶪ
౼ृᏢᇈभ૩पेॉᶾᶪभઋ৽੍ଦप
౮ଞऋँॊधൾႌਃચप૩॑ऌञखऽघ؛

いのですが、 脳の障害でも起こります。 排尿機
能の障害には、 『膀胱に尿を貯めることができな
い蓄尿障害』 と 『膀胱から尿をスムーズに排出
できない排尿障害』 があります。 実際には、 両

ႌ૩

方の障害が様々な程度に複合していて一人一人

ൾႌ૩

ᶾᶪपႌ॑
ฅीॊऒधऋ
दऌऩः

病態は異なります。

ᶾᶪऊैႌ॑
५ش६प
ൾলदऌऩः

্भ૩ऋرऩங২पള়खथःथ
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যয୰ଙम౮ऩॉऽघ؛

●膀胱内圧上昇による合併症について説明しま
『蓄尿障害』 は失禁を生じるためオムツが必

ᶾᶪಓಊपेॊ়ಡඪ

須で、 社会生活への影響は大きいのですが、 腎

ൾႌ૩

機能への影響はありません。

ଋႌ

一方、 『排尿障害』 は、 残尿によって膀胱内
圧が上昇すると、 膀胱尿管逆流症が生じ、 さら

ᶾᶪಓಊ

に尿路感染症や逆流性腎症や水腎症を引き起こ

ᶾᶪႌଵಗඪ

ႌଡ଼ഉඪ

し、 それらを適切に治療しないと、 腎機能が低
下し腎不全に至ります。 腎不全にならないため

ഷඪ

ႌଡ଼લ

には、 膀胱内圧を高めない程度に 『残尿』 をコ
ントロールすることが重要になります。

Ⴒඪ

Ⴒਂ৸

ಗਙႲඪ

●残尿をなくし、 膀胱内圧の上昇を防ぐために
は様々な方法がありますが、 非侵襲的に簡便に
できる方法として間欠導尿法が有用です。
１） 間欠導尿の適応
高度の残尿が尿路感染症の原因となっている
場合や、 残尿による水腎症や逆流性腎症の危険
性があり、 薬物治療や外科的治療が無効ないし
は不可能な場合に、間欠導尿法が検討されます。
２） 清潔間欠導尿法
通常の手洗いを行い、 使い捨てまたは再使
用可能な清潔なカテーテルを外尿道口に挿入し

ଋႌ॑ऩऎखᶾᶪಓभಊ॑ଆएञीपमرऩ্১ऋँॉऽघऋؚశ
पලपदऌॊ্১धखथಳႌ১ऋથ৷दघ؛

ಳႌभిૢ

ৈ২भଋႌऋႌଡ଼ഉभਉधऩढथःॊৃ়؛
ଋႌपेॊႲඪृಗਙႲඪभ૫ਙऋँॉఇृਗఐ
ऋ૮ऩःखमਂ૭ચऩৃ়؛

ၷಳႌ১

ৢଞभুຸःदଐःदघ؛ຑ༳ඝमਏँॉऽच॒؛
ઞःຽथऽञमગઞ৷૭ચऩၷऩढ़ॸॸشঝ॑ਗႌઠपዠোखथؚ
ᶾᶪऊैႌ॑ൾলखؚजभपढ़ॸॸشঝ॑௷ுघॊႌ্১दघ؛

て、 膀胱から尿を排出し、 その後にカテーテル
を抜去する導尿方法です。 滅菌操作は必要あり
ません。
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す。

７- ２

清潔間欠導尿の手順

● 【導尿前の観察】 前回の排尿時間、 尿失禁の
有無、 尿意の有無を確認し、 下腹部の張りなど
を観察します。
【姿勢を整える】 下衣を下ろし導尿に適した安
定した姿勢にします。 トイレでの姿勢保持が困
難な場合は、 保健室のベッドの上など、 プライ
バシーと衛生面と安全性を配慮した場所で行い
ます。
自排尿がある場合には導尿前に促します。
【準備】
物品を使いやすい位置に準備します。
手洗いをします。
清浄綿を４～ 6 枚に分け、 そのうちの１枚

ႌभ௴
 भൾႌৎؚႌଷరभથ૮ؚႌਔभથ૮॑નੳखऽघ؛
 ৣभॉऩन॑௴खऽघ؛

િ॑ତइॊ
 ৣ॑ৣौखႌपిखञखञિपखऽघ؛
 ॺॖঞदभિ৳ऋऩৃ়मؚ৳भঋॵॻऩनউছॖং३شधୋেએध
৸ਙ॑ଦൟखञৃਚदষःऽघ؛
 ঽൾႌऋँॊৃ়पमႌपയखऽघ؛


 ષ॑ઞःृघःਜ਼઼पखऽघ؛
 ুຸः॑खऽघ؛
 ཱི॑ ූڰ੬ਙ  ූڲعਙ पীऐؚजभअठभූڭपय़३টढ़ॖথ८জ॑شল
खथउऌऽघ؛
 ॹॕ५এढ़ॸॸشঝ॑৫ຆखऽघ؛

にキシロカインゼリーを出しておきます。
ディスポカテーテルを開封します。
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● 【消毒】
両手に使い捨て手袋を装着し、 清浄綿の 1 枚
を使用して利き手の指を手袋の上から消毒しま

医療的ケア児の看護ケアの実際

す。
［女性］ 利き手でない方の手で陰唇を開き、
利き手に持った清浄綿で陰部を消毒します。 清
浄綿を 1 枚ずつ使用して尿道口の左右を前から
後に向かって消毒し、 次の新しい清浄綿で尿道
口を前から後に向かって消毒します。
［男性］ 利き手でない方の手で陰茎部を持ち
包皮をむき、 利き手に持った清浄綿で尿道口を


ুपઞःຽथুฦ॑ಎାखؚཱིभූ॑ઞ৷खथؚਹऌুभ॑ুฦभऊै
खऽघ؛
نਙه

ਹऌুदऩः্भুदྔს॑৫ऌؚਹऌুपढञཱིदྔ॑खऽघ؛
ཱི॑ූङणઞ৷खथႌઠभంక॑ऊैपऊढथखؚઃभཱིदႌ
ઠ॑ऊैपऊढथखऽघ؛
ن੬ਙه

ਹऌুदऩः্भুदྔቆ॑ठෆຜ॑िऌؚਹऌুपढञཱིदႌઠ॑ख
ऽघ؛
ཱིූ॑ઞ৷खथႌઠभরੱऊै॑ऎेअपखऽघ؛

消毒します。 清浄綿 1 枚を使用して尿道口の中
心から円を描くように消毒します。

● 【カテーテル挿入】
・ 利き手でない方で陰唇を開き （陰茎部を持ち）
尿道口が見えるようにします。 見え難い場合
はライトを使用します。
・ カテーテルを取り出し、 挿入する長さの手前
を持ち、 カテーテルの先にキシロカインゼリー
を付けます。

ढ़ॸॸشঝዠো
 ਹऌুदऩः্दྔს॑৫ऌྔقቆ॑ठكႌઠऋৄइॊेअपखऽ
घৄ؛इपऎःৃ়मছॖॺ॑ઞ৷खऽघ؛
 ढ़ॸॸشঝ॑ॉলखؚዠোघॊশऔभু॑ठؚढ़ॸॸشঝभपय़३
টढ़ॖথ८জ॑شહऐऽघ؛

・ カテーテルを尿道口に挿入します。

 ढ़ॸॸشঝ॑ႌઠपዠোखऽघ؛

・ 尿が出てきたら、 さらにカテーテルを２～３

 ႌऋলथऌञैؚऔैपढ़ॸॸشঝ॑گعڮFPൔपਤीथढ़ॸॸشঝ॑৳
खؚ॥ॵউप఼ႌखऽघ؛

cm 奥に進めてカテーテルを保持し、 コップに
採尿します。 カテーテルの出口は尿道口より
も低い位置で下向きにすると出てきやすいで
す。

 ढ़ॸॸشঝभলઠमႌઠेॉुःਜ਼઼दৣऌपघॊधলथऌृघःद
घ؛
 ႌऋলऩऎऩढञैढ़ॸॸشঝ॑লखোोखञॉखञॉखथଋႌ॑ैख
ऽघ؛

・ 尿が出なくなったらカテーテルを出し入れした
り回したりして残尿を減らします。
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● 【カテーテル抜去】
・ 尿が出なくなったら、 カテーテルの出口を下
向きにしながらゆっくりと抜きます。
・ ゴミ袋にカテーテルを入れます。
・ 清浄綿で尿道口を消毒します。
・ 衣類を整えます。
【尿の観察と記録】 尿量測定をし、 尿量と尿
性状を記録します。
【片付け】 手袋、 清浄綿、 カテーテルを処分
します。

ढ़ॸॸشঝ௷ு
 ႌऋলऩऎऩढञैؚढ़ॸॸشঝभলઠ॑ৣऌपखऩऋैॅढऎॉध௷ऌ
ऽघ؛
 ०ฦपढ़ॸॸشঝ॑োोऽघ؛
 ཱིदႌઠ॑खऽघ؛
 థ॑ତइऽघ؛
ႌभ௴ध੶ஈ
 ႌ॑खؚႌधႌਙ૾॑੶ஈखऽघ؛

ൺહऐ
 ুฦؚؚཱིढ़ॸॸشঝ॑૪ীखऽघ؛

尿路感染症は細菌により引き起こされます
が、 その成立には宿主の抵抗力が影響します。
尿路感染の主因は膀胱の過伸展と膀胱内圧の上
昇における膀胱の血流低下です。 すなわち、 導
た状態になることが尿路感染の最大のリスクで
す。
過伸展なく膀胱に溜められる尿量は個々に異
なります。 膀胱炎を繰り返していると膀胱が硬く
変形し、 過伸展なく安全に貯留できる膀胱容量
がさらに減少してしまいます。

ႌଡ଼ഉඪम༳पेॉਬऌକऒऔोऽघऋؚजभਛয়पम
भಿৡऋ୶खऽघ؛
ႌଡ଼ഉभमᶾᶪभૌಇனधᶾᶪಓभಊपउऐॊഷ

ৣदघ؛
ڀႌ࿒ऋশऎऩॉؚᶾᶪपभႌऋᆙऽढञ૾ଙपऩॊऒ
धऋႌଡ଼ഉभਈপभজ५ॡदघ؛

ڀૌಇனऩऎᶾᶪपᆙीैोॊႌमرप౮ऩॉऽघ؛
ᶾᶪ༇॑ॉନखथःॊधᶾᶪऋໂऎखؚૌಇனऩऎ৸पฅ
दऌॊᶾᶪઍऋखऽघ؛

● 【清潔間欠導尿のポイント】
①時間を厳守する ： 2 － 3 時間毎に確実な導尿
をすれば膀胱の過伸展や高圧状態が予防で
き、 尿路感染症は成立しません。
②残尿なく尿を出し切る ： 落差を付けて膀胱内
の尿を出し切ります。
③無菌的操作は不要 ： 導尿時の尿道 ・ 膣の常在
菌が問題になることはありません。
最低限の手洗いと尿道口の消毒で十分です。
水分摂取と膀胱内圧上昇
過剰に水分を摂取すると膀胱内尿量が増加
し、 膀胱内圧が上昇するリスクが高まります。

ၷಳႌभএॖথॺ
⋇ ৎ॑డஹघॊ
ٕৎपનৰऩႌ॑घोयᶾᶪभૌಇனृৈಓ૾ଙऋଆदऌႌଡ଼ഉ
ඪमਛয়खऽच॒؛

⋈ ଋႌऩऎႌ॑লखજॊ
୷॑હऐथᶾᶪभႌ॑লखજॉऽघ؛
⋉ ૮༳ඝमਂਏ
ႌৎभႌ؞᷃भଞ༳ऋਖपऩॊऒधमँॉऽच॒؛
ਈभুຸःधႌઠभदેীदघ؛
ীၭधᶾᶪಓಊ
ૌऩী॑ၭमᶾᶪႌ॑ੜਸऔचؚᶾᶪಓಊभজ५ॡऋৈऽॉऽघ؛ᶾᶪ
ಓऋಊखऩः৸ऩᶾᶪઍ॑தइऩःेअपؚীၭ॑घॊऒधऋँॉऽघ؛
৸ऩᶾᶪઍमرप౮ऩॉऽघ؛
ႌৎभႌऋ৸ऩᶾᶪઍ॑தइथःऩःेअपघॊऒधऋਏदघ؛
ႌৎभન৳
ႌ࿒॑ஹॉؚಳႌ॑েણষನभधखथ৾ૅেણ५ॣ४গشঝभরपুप
ॉোोॊऒधऋপજदघ؛

膀胱内圧が上昇しない安全な膀胱容量を超えな
いように、 水分摂取量を制限することもありま

導尿時間の確保

す。 安全な膀胱容量は個々に異なります。 導尿

導尿間隔を守り、 間欠導尿を生活行為の一部として学校生活スケ

時の尿量が安全な膀胱容量を超えていないよう

ジュールの中に上手に取り入れることが大切です。

にすることが重要です。
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尿間隔が長くなり、 膀胱内に多量の尿が溜まっ

ၷಳႌ১धႌଡ଼ഉभজ५ॡ
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●清潔間欠導尿法と尿路感染のリスク

８. ヒヤリ ・ ハット、 アクシデントの実際
●最後に、 吸引をした後の確認報告についてで
す。
先に説明したように、 吸引は対象児にとって
必要なものですが、 少なからず苦痛が伴います。

খজؚ॔ॺॵঁ؞ॡ३ॹথॺभৰ⋇
হڭ

ลਬরप౿౦ऋபऎऩढञ

方法に誤りがあると、 対象児にさらなる苦痛と
ਉڭ

॔ॡ३ॹথॺ

ลਬखथःॊৎऋশਬःञ

౿౦ऋபऎऩॉؚౙखजअऩ
ऋ୮खऩऊढञ

危険を及ぼしてしまうことにもなりかねません。
吸引した後には、 対象児の状態が変化してい
ないかよく観察をし、 「いつもと違う変化」 があ

খজॺॵঁ؞

ลਬ॑রૃखथؚ
॑௴खञ

れば必ず、 医療職に報告するようにしましょう。

౿౦ऋेऎऩॉؚ
ੲुठାःञ

ここでは、 吸引の際に起こりがちなヒヤリ・ハッ
トの事例を紹介します。
吸引中に顔色が悪くなった事例です。 パルス
オキシメーターを着けている方では、 酸素飽和

ਉ
ลਬಓ॑ৈऎखथลਬखञ

ऩछऒभेअऩऒधऋ
କऒढञभऊ

ল๕كௐেௌ௮ৱમ॑

第Ⅳ章

度が下がっているような事例です。
低酸素になった状態ですが、 この原因として

この際、 吸引を中止して様子を観察したところ、 ほどなく顔色がよく

・ 吸引している時間が長引いた

なり、 表情も落ち着いたとしたら 「ヒヤリ ・ ハット」 として報告します。

・ 吸引圧を高くして吸引した

顔色が戻らず表情も苦しそうで回復しなかった場合は、 低酸素状態に

という報告がありました。

陥ったのですからアクシデントとして報告します。

医療的ケア児の看護ケアの実際

●次に、 吸引中に嘔気がみられた事例です。 嘔
気とは吐きそうになるような様子がみられた時
です。
原因として、

খজؚ॔ॺॵঁ؞ॡ३ॹথॺभৰ⋈
হ

・ 吸引している時間が長引いた
・ 奥までカテーテルを入れすぎた

ਉڭ

॔ॡ३ॹথॺ

ลਬखथःॊৎऋশਬःञ

౿౦ऋபऎऩॉؚᚉဇखञ

・ 食後、 時間をおかずに吸引した
という報告がありました。
この際、 吸引を中止して様子を観察したとこ

ਉ
ൔऽदลਬॳগشঈ॑োोघऍञ

ろ、 嘔気がおさまり状態が安定したのであれば
ヒヤリ ・ ハットとして報告します。 顔色が悪くな
り嘔吐したのであれば、 アクシデントとして報告
します。 事実を報告することで、 次のミスを防

ᚉਞऋँढञ

ลਬ॑রૃखथؚ
॑௴खञ
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ぐ方策を考え対処することができます。 いつも
と違うことが起こったら必ず報告するようにしま
しょう。
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ऩछऒभेअऩऒधऋ
କऒढञभऊ

●吸引において、 教職員が医療職に連絡を取る
タイミングとしては、
・ 吸引をいくら行っても、 喀痰が引ききれず、
対象児が苦しい表情を呈している場合
・ パルスオキシメーターで、 なかなか酸素飽和
度が 90% 以上にならない場合
・ いつもと違う意識障害 （表情がボーとしてい
る、 呼びかけに反応がないなど） やチアノー
ゼ （口唇や爪が青紫色） がみられる場合
・ 吸引後、 人工呼吸器回路をつけた時、 いつも
より気道内圧が高い状態が持続する場合
・ 教職員 ・ 家族ともに、 いつもとは違う対象児
の様子に不安を感じたとき

ઇ৩ऋୢप৴൪॑धॊॱॖথॢ
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などがあげられます。
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９. 医療的ケアに関する事故が発生した際の対応について
医療的ケアに関する事故が発生した際の対応については、 「学校事故対応に関する指針 （平成 28 年 3 月 31 日 27 文科初
適切におこなう必要がある。 （学校における医療的ケアの実施に関する検討会議最終まとめ， 学校における医療的ケアの実施
に関する検討会議， 文部科学省， 平成 31 年 2 月 28 日より抜粋）
また、 緊急時対応に関する体制整備として、 学校の危機管理では， 組織的な危機対応を実践するための体制づくりが重要で
あり， 校長が責任者となり， 校務分掌により安全を担当する教職員が中心となって活動できる体制を作り， 教職員はそれぞれ
の状況に応じて平常時から役割を分担し， 連携を取りながら活動を進めていく必要がある。
さらに、 事故発生時には， 全教職員が各学校の危機管理マニュアルに基づき， 児童 ・ 生徒等の安全確保及び応急手当等の
事故発生直後の対応， それに続く態勢整備等の対応等を実施する必要があるため， 学校安全の中核となる教職員を中心に，
日常的， 定期的に職員会議， 学年会， 校内研修等あらゆる機会を活用して， 意図的に協議 ・ 情報共有等を進めることが大切
である。
また、 事故発生時には， 出張等で， 管理職や担当教職員が不在の場合でも組織的な対応が行えるよう， 事故発生時の指揮
命令者を明確にするとともに， 事故発生時の役割と内容を全教職員が共通理解しておくことが必要であり， 役割分担表は職員
室等の見やすい場所に掲示しておくなどの対応が望まれる （【参考資料 2】 参照） （「学校事故対応に関する指針 （平成 28 年
3 月 31 日 27 文科初第 1785 号初等中等教育局長通知） ｐ 7」 より抜粋）
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第 1785 号初等中等教育局長通知）」 を踏まえ、応急手当や迅速な救急車の要請、保護者への対応、学校設置者への報告等を、

「学校事故対応に関する指針 （平成 28 年 3 月 31 日 27 文科初第 1785 号初等中等教育局長通知） ｐ 27」
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/jikotaiou.pdf
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参 考 例
1. 参考例 - 公立小 ・ 中学校における看護管理の例
『学校における看護管理ー標準的管理 ・ 緊急時対応 ・ 自己研鑽ー （豊中市教育委員会）』
大阪府豊中市教育委員会事務局 / 児童生徒課 支援教育係 植田陽子 （看護師）

1. 医療器具 ・ 備品の管理
１- １

準備について

公立小 ・ 中学校においては医療的ケアを必要とする児童 ・
生徒は通常１校に１人か２人のみの在籍です。
また、 医療器具や備品は、 当該の児童 ・ 生徒のみが使用
するものであり、 病状の変化や、 転出 ・ 卒業に伴い、 使用
する器具や備品が変更されたり不要になる場合もあります。
そのため、 基本的には自宅で使用している医療器具をそ
のまま学校に持参していただいて、 学校で使用しています。
医療器具のメンテナンスや、 衛生物品の管理についても
基本的には保護者が行い、 日々の登校の際には医療器具は
使用できる状態にします。 衛生物品もその日の下校時刻ま
１- ４

医療器具の破損や故障対応について

吸引器については、 保護者持参の吸引器が万が一、 突然
１－２

故障してしまった、 あるいは、 破損させてしまった事によ

保護者が毎日準備する医療器具や衛生物品等

り、 吸引が実施不可能な状態になる事を想定して、 予備用
の吸引器を教育委員会事務局で準備し対象校に配置してい

職員で話し合って決めます。

ます。

考

また、 医療廃棄物などのゴミや、 その他のゴミの処理の

例

方法についても学校と保護者で予め決めておくようにしま
す。
豊中市では基本はゴミ袋を保護者が準備し、 医療的ケア
よって発生したゴミは自宅に持ち帰ってもらっています。

１－５医療器具や備品に関する注意点
【衛生物品 （サクションチューブやシリンジなど）】
通常医療保険制度における 「指導管理料」 をつけている
医療機関より医療的ケア児に対して一人ひとり異なる内容
で支給されています。
１- ３

参

毎日のケアに必要な物品を入れて学校に持参してくる
バッグや物品の受け渡し方法などを、 看護師と保護者と教

参考例

での必要量を保護者が準備して持参します。

そのため、 使用できる量や本数が制限されている場合も

医療的ケアに係る看護師使用物品

看護師自身が日々使用する物品 ・ 消耗品は、 市の予算で購

あり、 学校での使用方法については、 個別に保護者に確認

入し対象校に設置しています。

する必要があります。
⇒個別マニュアルの項目へ

（豊中市では 「ナースバッグ」 で共通認識）
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どを保護者に準備していただく場合もあります。 また、 ケ
アの内容によっては保護者は通常使用していなくても感染
予防を目的としてディスポ手袋などの準備を保護者に依頼
する場合もあります。

【医療器具について】
人工呼吸器や吸引器のバッテリーの充電や、 吸引器の排
液瓶の洗浄、 人工呼吸器の加湿器への水の補充などは、 毎
日保護者によって予め整備された状態で受け入れます。
このことは、 学習に必要な教材や教具を家庭で毎日整え
て持参する事と同様の事です。 学習面でも医療面でも必要

【衛生物品の保管について】

物品がきちんと整っていれば子ども達は学習活動に集中し

保護者によっては、 衛生物品の一部を学校に預かっても

て取り組む事ができます。

らっている場合もありますが、 その際は学校の三季休業中
（春 ・ 夏 ・ 冬休み中） は一旦持ち帰っていただき、 保護者
自身で使用期限やサイズなどを確認し、 学校には使用出来
る状態の物品を準備していただきます。

参考例
参
考
例
【備品について】
安全にケアが実施できるよう必要に応じてトレイやカゴな

2 . 指示書に基づく個別マニュアルの作成
２－１

③児童 ・ 生徒の成長に伴い、 与薬や経管栄養など１日の中

学校における医療的ケアの指示書について

での実施回数をまとめる検討もできる場合は、 自宅で過

豊中市では小 ・ 中学校の教育課程の中で、 どのような医

ごす時間帯の時刻への変更も検討していただきます。

療的ケアがどこまで対応可能かを、 医療的ケア検討会の中
で検討し教育委員会事務局としての意見をまとめています。
保護者が選ぶ主治医は、 教育委員会事務局の意見の範囲
内で豊中市教育長あてに指示書を作成し、 保護者を経由し
て指示書を提出していただきます。
２－２

指示書の有効期間・指示内容の変更

①指示書の有効は最長１年間とし、 病状に変化がなくても
学年が変わるタイミングで主治医は、 必ず内容を確認し、

２－３

必要に応じて削除 ・ 修正 ・ 追記を行います。

①指示書の記述内容について保護者と教育委員会事務局で

指示書に基づく個別マニュアルの作成

確認をします。

②病状の変化や学校行事の活動内容によっては学年の途

記述について疑問がある場合は保護者や主治医に対して

中であっても主治医が随時指示書の修正や追記を行いま

教育委員会事務局として質問し、 調整します。

す。
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②記述についての調整が済んだ後に、 指示内容のケアを実

２－４

施するための必要物品や実際の手順について、 保護者は

指示書の記述について教育委員会の確認事項

①指示書内には、 学校生活の時間帯においてのみ必要な内

看護師に説明しながら実際に実施します。

容についての記載としています。 家庭で実施する内容に

看護師は必要に応じて写真撮影などの許可を得て看護師

ついては、 記載する必要はありません。

間で共有します。

②緊急時の指示の記述については、 教育委員会事務局より、

③保護者からの説明内容を、 ケアの内容毎に文書にし、 個

主治医に学校現場の状況を丁寧に説明した上で、 文章表

別マニュアルを作成します。 （例 ： 気管内吸引 ・ 経鼻経

記について話し合います。

管栄養など）

具体的な表現については、 例えば

④緊急時の対応については校長が指揮をとる学校全体の対

気管カニューレの計画外抜去⇒ 「カニューレの再挿入を試

応手順に合わせる必要があるので、 校長と十分調整し作

みても良い」

成します。

胃瘻部のペグの計画外抜去⇒ 「清潔なタオル等をあてて

内容は、 医療的ケア児を救急搬送するべきと判断される

受診」

時の症状や搬送する指定病院などをマニュアル内に記述

経鼻胃管の計画外抜去 ⇒ 「保護者に連絡」 あるいは、「注

します。

入スキップ可」 や 「ゆっくり経口摂取可」 などと記載して

⑤個別マニュアル案を看護師が作成し、 保護者に記述内容

いただくよう依頼します。

について確認します。
修正がなければ、 校長の確認を受けて、 保護者より主治
医に提出します。
保護者と主治医の署名を受けて個別マニュアルが完成し
ます。
⑥一旦個別マニュアルが完成した後に指示書の内容に修正・
追記があった場合は、 随時個別マニュアルも修正 ・ 追記

参考例

を行います。

参
考
例

３ . 緊急時の対応と予防
３－１

②緊急搬送先の病院を保護者が指定する場合は学校から救

学校においての緊急時とは

障害の有無に関わらず、 児童 ・ 生徒は学習する事を目的

急車の搬送で３０分以内に到着可能である病院を指定し

として登校しています。 そのため、 どの児童 ・ 生徒であっ

ていただきたい旨を教育委員会事務局より保護者と主治

ても、 学習が継続出来ない健康状態に陥った場合は学習を

医に予め依頼しておきます。

中断し、 校長は下校させる判断します。 この判断は医療的

主治医がいる病院が学校から３０分以上の距離にある場

ケア児についても同様です。

合は、 １次救急として受け入れ可能な病院を指定してい
ただくよう教育委員会事務局から保護者に依頼します。

医療的ケア児については看護師が校内に滞在しているこ
とにより医療的ケア児の体調不良時には、 学校で看護師が
看病してくれれば下校させる必要がないのではという意見
もありますが、 医療的ケア児が学習が継続できない状態な
のであれば、 他の児童 ・ 生徒と同様に、 学習を中断し、 校
長は救急搬送もしくは保護者迎えの判断をする状況の事が
「緊急時」 です。
３－２

緊急時対応に関する指示書の記述

①指示書内での緊急時対応の記述については 「指示書の記

３－３

述について教育委員会の確認事項」 参照

緊急時の病院への救急搬送について

①医療的ケア児に対応している看護師は医療的ケア児の救
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命処置に集中する必要があるため、 救急車の要請 ・ 保護

３－５

者への連絡、 他の児童 ・ 生徒への対応などは、 校内の緊

①障害の有無に関わらず、 事故や怪我の予防については校

急対応要領に従い、 学校の教職員が対応します。

事故を予防するには（教職員が行えること）

内で検討し、 教職員間で共有しておきます。

②救急車を要請した場合は、 看護師が救急車に同乗する必

②気管カニューレの計画外抜去予防については

要があるかどうかについては、 事例毎の状況に応じて個

⇒衣服の着脱や体位変換の際には、 ベルトのしまり具合

別に判断します。

やリーク音の有無 ・ 頭部と頸部の角度などの確認を教職

③看護師が緊急に対応した内容や経過は記録に残します。

員も確認します。
③胃瘻部のペグの計画外抜去予防については
⇒衣服の着脱やオムツ交換の際に引っ張らないようにし
ます。
④経鼻胃管の計画外抜去予防については
⇒衣服の着脱の際には引っ張らないようにします。 チュー
ブの挿入の長さが確認できるよう保護者自身で挿入部に
マークをつけていただきます。 鼻水で固定テープが湿っ

３－４

ている時は臨時でテープを貼り替える などの対応をしま

医療的ケア児自身の体調の急変を予防するには

す。

①障害の有無に関わらず全ての児童 ・ 生徒については、 朝
の登校前の時点で家庭で、 その日は登校可能で学習がで
きる体調かどうかを判断します。 （保護者は子どもが体調

３－６

不良の場合は登校させません）

①障害の有無に関わらず、 事故や怪我の発生時の対応は校

事故や急変時対応を行った後

内の対応体制に従います。

②主治医の診察時の情報や、 日々の体調の変化については
保護者が常に学校に情報提供しておきます。 （与薬内容

看護師の対応が必要かどうかは、 個別の状況に応じて判

の変更やカニューレサイズの変更など）

断します。

参考例

②カニューレなどの計画外抜去や、 体調の急変が発生し、

③保護者は連絡が取れる体制をとっておきます。
④教職員と看護師はコミュニケーションを密にし、 医療的

学習を中断した場合は、 看護師は教育委員会事務局に報

ケア児の体調の変化に早め早めに対応できる連携体制を

告し、 経過や対応を記録します。 必要に応じて教育委員

作っておきます。

会事務局と校長が保護者に説明します。

参

③事後になってから、 その時の対応方法について振り返り、
教職員や看護師間で共有し再発防止に努めます。 ⇒ 「ヒ

考

ヤリ ・ ハット等の事例分析と対策」 参照

例

４ . ヒヤリ ・ ハット等の事例分析と対策
４－１

４－２

看護師のインシデント・アクシデントレポート

インシデント・アクシデントレポートの分析

看護師は速やかに教育委員会事務局に報告したのちに、

①教育委員会にレポートが提出されたら、 教育委員会事務

インシデント ・ アクシデントレポートを作成することで、 今

局で内容を確認し、 必要に応じて修正や追記を看護師に

後の事故防止につなげていきます。 看護師はレポートを教

指示します。
②看護師間で内容を共有し、 事故が発生した時の状況を分

育委員会事務局に提出します。

析します。

記載する項目の例

③再発防止について看護師同士で意見交換をします。

【発生日時】 【発生場所】 【事故の種類 ・ 内容】 【登校時の

④再発防止策の中に、 保護者や教職員に協力要請が必要な

状況】 【その後の対応】 【発生の要因】 【再発防止策】 【看護

内容が含まれている場合は、 教育委員会事務局より校長

師の学校での勤務経験年数】 などです。

や保護者に依頼します。
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⑤話し合った内容や対策は必ず看護師同士で共有します。

５ . 看護師の体制と業務調整
５－１

看護師の体制

５－３

日々の業務調整

豊中市では、 看護師は雇用形態により常勤看護師と非常

①常勤看護師は学校行事や医療的ケア児の欠席や早退の予

勤看護師で構成されています。 主には常勤看護師がマネー

定など日々のスケジュール変更の有無を学校から情報収

ジメント業務を、 非常勤看護師が学校での医療的ケア児へ

集し、 ケアの実施場所や実施時刻を調整します。

の医療的ケア実施を担当しています。

②常勤看護師は非常勤看護師の巡回スケジュールを作成し

非常勤看護師が学校で対応した業務については、 必要に

ます。
③非常勤看護師は学校現場の状況に応じて常勤看護師に報

法の指示を受けます。

告し、 必要に応じてケアの予定変更等の指示を受けます。

医療的ケア児が在籍する公立小 ・ 中学校は市内に点在し、

④保護者が急きょ指示書の範囲を越えたケアの実施を依頼

医療的ケア児は１校に１人か２人であるため、 豊中市では

したり、 または医療的ケアに必要な物品を保護者が入れ

看護師の業務は医療的ケアに特化し、 巡回方式で看護師を

忘れていたりした場合は、 非常勤看護師から常勤看護師

対象校に派遣しています。

に報告し、 校長と調整し、 状況に応じて保護者に説明し

参

ます。

考

参考例

応じて常勤看護師に報告 ・ 相談し、 常勤看護師から対応方

例

５－２

常勤看護師と非常勤看護師の業務調整

①入学前、 医療的ケア児の受け入れまで （常勤看護師）
医療的ケア児の 「就学相談」 に指導主事と共に参加し、
保護者に小 ・ 中学校における医療的ケアの実施体制等を

５－４

説明します。

①常勤看護師は学校行事の詳細について学校から情報収集

医療的ケア児の小 ・ 中学校への就学が決定したのちに、

学校行事などの業務調整

します。

医療的ケア検討会で学校で行うケアの内容を教育委員会

（日時 ・ 行き先 ・ 交通手段 ・ 雨天プログラム等）

事務局として確定します。 主治医を訪問し、 学校におけ

②常勤看護師より行事内容に合わせて医療的ケア児の行程

る医療的ケアに必要な指示書の作成を依頼します。

表作成を校長に依頼し、 看護師と教職員の打ち合わせの

②入学後、 医療的ケアを看護師が行うまで （常勤 ・ 非常勤

実施について調整します。

看護師）

③非常勤看護師は打ち合わせに参加し、 当日に向けて持参

保護者にケアのレクチャーを依頼します。 物品やケアの

物品やケアの実施場所 ・ 器具の洗浄場所などの細かい確

手順、 実施場所について保護者 ・ 教職員と相談します。

認を行います。

看護師が実施し、 保護者の確認を受け、 適宜内容を修正

④非常勤看護師は行事に向けた準備の進捗状況を常勤看護

します。

師に随時報告します。

⇒保護者の了解が得られたら保護者のレクチャーは終了し
マニュアルを作成します。
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５－６

ケアの自立に向けた取り組みを開始する際の
業務調整

①医療的ケア児がケアを自分自身で行う方法を取得するこ
とで、 医療的ケア児の自立を促す教育課程を立案したい
旨の提案が、 校長からあった場合は、 常勤看護師は教職
員が立案する指導計画や指導目標の詳細について情報を
５－５

収集します。

進学・進級時の業務調整

②収集した情報を非常勤看護師と共有し、 看護師として担

①常勤看護師は医療的ケア児が新年度進学する学校の校長
や教職員に、 学校における医療的ケアの実施体制につい

当する部分について看護目標と看護計画を立案します。

て説明し、 看護師の待機場所の設置など、 看護師の受け

③教職員と看護師との打ち合わせの実施について常勤看護
師から校長に依頼し、 常勤看護師と非常勤看護師が一緒

入れについての準備を依頼します。

に参加します。

②常勤看護師は校長に対して、 指示書の更新と、 新しい教

④指導計画 ・ 看護計画の進捗状況の共有を、 必要に応じて

職員への助言を目的とした 「主治医訪問」 の設定の必要

教職員と看護師とで随時行います。

性を説明し、 保護者が主治医との日程調整をします。

⑤医療的ケア児がケアの実施を自分自身で行える状態にな

③教室配置の変更に伴い、 看護師の待機場所等の移動があ

参考例

れば看護師の派遣を終了します。

る場合は、 変更内容を看護師同士で共有します。

６ . 看護師の研修
参

６－１

看護師の研修

６－２

看護師の人材育成

考

常勤看護師 ・ 非常勤看護師は市の職員として、 人権研修

豊中市では学校で働く看護師の人材育成を目的として、

例

を毎年度受講し、 加えて、 学校で働く看護師としてのスキ

非常勤看護師をグループに分け、 業務に関する看護研究や

ルアップを目的として、 常勤看護師が年間の研修計画を立

学習会を実施しています。

案します。

研究テーマや研究方法については、 常勤看護師と非常勤

１学期⇒医療デバイス （人工呼吸器など） の操作研修

看護師で話し合って決めています。

夏期休業中⇒病院の小児病棟の見学研修 ・ 小児科往診医の

研究を進める中で、 関連する文献の検索や、 医療看護系

往診同行研修

の研修会や学会への参加などを常勤看護師と非常勤看護師

公立こども園や成人の福祉施設での見学研修

と相談して行います。

大阪府看護協会実施のシミュレーターを使った

行った研究をまとめる作業の中で、 看護師同士で意見を

実技研修

交換し、 看護系雑誌への投稿や看護系学会学術集会への演

２学期 ・ ３学期⇒小児科医による疾患理解を目的として座

題登録など目標を持って取り組むことで看護師としての人

学研修など

材育成につなげています。
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７ . 災害時の対応
７－１

教育活動中に災害が発生した場合の対応

７－３

実際にシミュレーションをしておく事が大事

公立小 ・ 中学校においては、 火災訓練や不審者対応、 地

担架や自家発電機などの災害時対応用備品が学校に用意

震発生時の避難訓練を学校行事に位置づけて全校体制で実

されていても、 一度も使ったことがない状況では、 実際に

施しています。

災害が発生した時に 「いざ使おう」 としても使い方が分か

医療的ケア児についても他の児童 ・ 生徒と同様に避難訓

らないようでは困ります。

練に参加します。

担架が用意されていても、 気管切開の児童 ・ 生徒を気道

その際、 看護師と教職員とで、 予め医療的ケア児の避難

が確保された姿勢で運び出すことが、 実際は出来ない場合

経路や物品の準備などを打ち合わせして、 それぞれに役割

も十分あり得ます。

を担って参加します。

予め備品を実際に使用してみるなど、 保護者 ・ 教職員 ・

公立小 ・ 中学校は児童 ・ 生徒の自宅が近くにあることに

看護師とでシミュレーションをする機会を計画する事も重要

より、 避難した後は速やかに保護者に引き渡すための 「引

です。

き渡し訓練」 を行い地域や保護者も一緒に災害時対応訓練
に取り組んでいます。
７－２

公立小・中学校は災害時対応は地域と連携

公立小 ・ 中学校の体育館等は地域の避難所に指定されま
す。
災害発生時には、 各自治体の判断により、 小 ・ 中学校に
避難所が開設されるため、 地域住民による地区防災の活動
拠点になります。

参考例

避難所の災害対応物資として発電機や、 毛布 ・ 水などの
物品の備蓄が既に準備されていたり、 地域住民の安否確認
を行うシステムが構築されている地域もあります。
保護者に引き渡すまでに、 先に小 ・ 中学校内で避難所が

参

開設された場合は、 地域住民の災害対応システムと連携し、
保護者につないでいく方法も有効です。

考
例
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２. 訪問看護ステーションと小学校との連携の例
『医療的ケアが必要な子どもが訪問看護の介入を通して小学校へ入学した事例』
公益社団法人

経

岐阜県看護協会立訪問看護ステーション高山

管理者

野崎加世子

緯
• 生後 1 か月で人工呼吸器装着（脳幹部腫瘍）
• 人工呼吸器離脱

吸引の為気管切開

• 1歳

訪問看護開始

• 4歳

入学に関して教育委員会との協議を開始

ネットワーク会議の中ではメンバーから「医療的ケアの必要な児童が今まで普通学校に通学したことがない。
前例がない為無理」と話され、訪問看護師が「前例がないなら前例を作ればよい」と発言を繰り返した
• 6 歳 6 か月
• 7 歳入学

入学の許可がおりる
訪問看護ステーションと教育委員会で契約、高山市障害児等看護支援事業にて訪問看護開始。

小学校で医療的ケアとして気管切開管理・吸引等を実施。
• 12 歳

小学校卒業

• 12 歳

中学校入学

• 13 歳

気管切開開口部閉鎖手術 「今までありがとう」はじめて声を発することができるようになる。

• 18 歳

大学入学 「自分のような ( 医療的ケアが必要な ) 児童でも教育が受けられるように学校の先生になりた

訪問看護利用終了

い」と、教育学部進学

参考例

相談を受けた訪問看護師は、 母親の望みである小学校への

事例の紹介

通学をかなえられる方法がないか考えた。

A ちゃんへの訪問看護を通して
参
考

生後 1 か月で人工呼吸器を装着、 ３か月後離脱したが、

そこで、 教育委員会に出向き訪問看護師が普通小学校に

吸引が必要なため気管切開をおこない、 退院時から訪問看

行って吸引ができないか交渉。 その際、 教育委員会は訪問

護を開始した。

看護師そのものを理解しておらず、 訪問看護師の説明から

例

実施した。

知的障害はなく歩くことも可能であった為、 小学校への

その後、 障がい児支援センターの担当者と協力し、 市役

入学準備を進めていたが、 教育委員会からは医療的ケアが

所課長や教育委員会や保健所の保健師、 保育園で関わって

必要な児童の入学は困難といわれた。

いる園長や看護師等と同じテーブルで話し合うネットワーク

A ちゃんは、 特別支援学校の教員が自宅にくる訪問教育

会議を開催した ( 図 1)。

か、 母親が毎日学校に付き添って吸引を行うのか選択を迫
られた。 しかし、 両親は、 普通小学校への通学を望んだ。

図1 Aちゃん家族を支援するネットワーク会議（小学校入学前）

訪問看護ステーション
市役所学校教育課

特別支援学校

市役所健康推進課
（保健師）

保育所
（所長・保育所看護師）

普通小学校
（校長・教頭・養護教諭）

Aちゃん家族
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市役所子育て支援課

その際は、 関わったメンバーで喜びをかみしめ分かち合っ

しかし、 消極的な意見が多く、 「医療的ケアの必要な児童

た。

が今まで普通学校に通学したことがない。 前例がない為無
理」 との回答だった。 その為訪問看護師が 「前例がないな

その後、 訪問看護ステーションと教育委員会が契約を交

ら前例を作ればよい」 思わず発言してしまった。 これは心

わし、 高山市障害児等看護支援事業で予算が計上され、 学

の中からの叫びでもあった。 最初は平行線であったが、 A

校での訪問看護師による医療的ケア児へのケアが開始と

ちゃんの家族がビデオを作り、 地区懇談会や PTA 総会で

なった。

入学について理解をもとめ、 2 年半あきらめず話し合いを

その際、 図２のような緊急時搬送も含む A ちゃんの支援

繰り返した。 最終的に市長との面談が行われ、 2 年半後に

ネットワーク体制を構築し安心して通学できる仕組みを作っ

教育委員会会議で入学の許可がおりた。

た。

図2 緊急搬送も含むAちゃんの支援ネットワーク体制
（就学小学校）
小学校
（養護教諭）

訪問看護ステーション
（小学校への訪問看護）週2回）

（医療機関・総合病院）

（対応に関するアドバイス）
特別支援学校

（教育に関する行政担当）
市役所教育委員会学校教育課
経済支援・家族支援

小児科・耳鼻咽喉科
（月1回受診）

（医療機関・総合病院）
大学病院耳鼻咽喉科
（6か月に1回受診）

参考例

（緊急搬送時）
消防署

Aちゃん家族

な児童でも教育が受けられるように学校の先生になりたい

A ちゃんが学校になれるまでは、 他の子どもと遊ばず、

と、 教育学部に進学した。

昼休みに訪問看護師が来るのを待っている姿が見られたが、
少しずつ友達もでき、 吸引後はすぐ友達の中に入っていく

A ちゃんの事例からは、 前例が構築されたため、 2 事例・

事が多くなった。 訪問看護師の支援として、 学校訪問時に

3 事例と地域で連携し、 普通小学校に入学を望む医療的

痰が多い時は早退を勧めたり、 微熱がある時などは学校を

ケア児も安心して通学できる環境整備が整えられるように

休ませる等の調整をおこない、 3 年生になる頃には病状も

なった。

落ち着き、 吸引回数も減ってきた。
また、 本人が自分で吸引ができるようになりたいと希望
があり自律にむけての発言があった。 大学病院の医師の意
見を参考に、 訪問看護師が自己吸引の手技を指導し、 6 年
生になる頃には、セルフケアができるようになった。 その為、
小学校卒業とともに訪問看護は終了した。
A ちゃんは、 中学校 2 年生の時に、 気管切開の穴をふさ
ぐ、 気管切開開口部閉鎖手術をうけ、 声がでるようになった。
その際に、 訪問看護ステーションに挨拶にきて、 A ちゃん
が 「今までありがとう」 と言ってくれ、 その場にいた訪問看
護師は A ちゃんの声を初めて聴いて、 挨拶に来てくれたこ
と、 声が聴けたことに皆で A ちゃんの成長と頑張りに感動
した。
現在 A ちゃんは 18 歳となり、 大学に入学、 自分のよう
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例

入学後、 母親と交代で学校への訪問看護が開始された。

考

（医療に関する行政担当）
市役所健康推進課

参

（児童福祉に関する行政担当）
市役所子育て支援課
＊関係機関調整兼

資 料

参考例
参
考
例
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３－ 1. 個別マニュアル ( 例 )
		

3-1 口腔 ・ 鼻腔内吸引マニュアル ( 例 )

		

3-2 気管切開部の衛生管理 マニュアル ( 例 )

		

3-3 気管カニューレ内吸引マニュアル ( 例 )

		

3-4 エアウェイ内吸引マニュアル ( 例 )

		

3-5 経鼻エアウェイの管理 マニュアル ( 例 )

		

3-6 酸素管理マニュアル ( 例 )

		

3-7 人工呼吸器の作動状況の確認及び緊急時の
連絡等マニュアル ( 例 )
3-8 胃瘻部の衛生管理 マニュアル ( 例 )

		

3-9 薬液吸入マニュアル ( 例 )

		

3-10 導尿実施マニュアル （看護師が実施する手技の例）

参考例

		

参
考
例

■作成者
東京都立志村学園－心身障害児総合医療療育センター
医師 むらさき愛育園名誉園長
北住 映二氏
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年 月
児童・生徒氏名

日

口腔・鼻腔内吸引マニュアル（例）
吸
目
引
安
の

喘鳴が強い時
鼻汁が多い時

必要物品を確認する。
吸引器 カテーテル（
Fr.） 水 アルコール綿
手袋
準
備
カテーテルのマーキングを確認する。（教員口：
ｃｍ 鼻：
手

ｃｍ）（看護師

順

ｃｍ

ｃｍ）

注 意 事 項

本人に吸引することを伝える。
石鹸で手洗いを行う（手指消毒薬で消毒する）。

指の間や指先もきちんと洗う（擦り込む）。

アルコール綿をすぐに出せるようにしておく。
水の容器の蓋を開けておく。
利き手に手袋をする。
カテーテルを容器から出し、接続する。
手 吸引器の電源を入れる。

参考例

順 吸引器の作動状況と、吸引圧が
ているかを確認する。
及

吸引器の電源は、利き手ではない方で入れる。
kPa以下になっ

水を吸う。

参
考

口：咽頭を突かないようにする。
吸引圧をかけたまま(またはかけないようにして）、規定
鼻：上向きではなく顔面に垂直方向へ挿入する。
び の長さまでカテーテルを挿入して、吸引する。
入りにくい時は、無理をしない。
教員 口 ｃｍ 鼻 ｃｍ
1回の吸引時間は、10～15秒以内にする。
看護師 鼻 ｃｍ 引ききれない時は ｃｍ
カテーテルは、突っつくように出し入れしない。
注

例

意
事
項

吸引中は、顔色･呼吸状態に注意し、痰の量や性状を
観察する。
続けて吸引する時は、アルコール綿でカテーテルを拭
き、水を吸う。

アルコール綿で拭くのは、挿入する長さの＋2cmとする。

吸引終了後は、アルコール綿でカテーテルを拭き、水を
吸引器の電源を切って、喘鳴の有無を確認する。
吸い、アルコール綿のアルコールを吸わせる。
吸引を再度行うか判断する。
カテーテルを容器に戻す。
手袋を外側が内側になるように外し、アルコール綿は
手袋の内側に入れる。

カテーテルと吸引チューブの中に吸引物が残留していな
いことを確認する。

手を洗い、実施記録を記入する。
鼻内より出血した時…出血した側の鼻の吸引は中止する。その後出血が落ち着いていれば、翌日から実施する。
緊
急 嘔吐したとき…側臥位にし、口腔内に吐物が残っている時は吸引する。
時
呼吸状態が悪い時…保健室へ連絡し、保健室スタッフ複数で対応する。
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気管切開部の衛生管理

マニュアル(例）

Ⅰ、担任が行う気管切開部の衛生管理
配慮事項
留意点
1 呼吸状態の観察を行い、吸 顔色・表情・喘鳴の有無・本人の
引が必要であるかの判断を 動き・努力呼吸の有無等を観察す
る。吸引が必要な状態を把握して
行う。
おく。

根 拠
異常の早期発見のため。
呼吸苦を軽減するため。
吸引をしてほしい時は、動きが少な
くなる。

2 呼吸状態が悪い時や、カ 児童・生徒の名前・いる場所・状
ニューレが抜去した時には 態を的確に伝える。
速やかに保健室へ連絡す
る。

迅速に対応するため。

3 カニューレの固定を確認す 固定が緩すぎたり、きつすぎたり
る。
していないか確認する。
カニューレの両サイドに、指が１
本ずつ入る位にする。

緩すぎるとカニューレが抜けやす
く、きつすぎると皮膚との接触面に
スキントラブルを生じたり、首が
反った時にカニューレが気管内壁に
当たってしまうため。

4 Ｙガーゼの確認を行う。

汚染したガーゼによる皮膚の炎症や
感染を防止するため。

Ｙガーゼの汚染が著明で交換が必
要な時は、看護師に連絡する。

6 吸引の介助をする時には、
必要に応じて手や頭を押さ
える。

手を動かすと、円滑に吸引ができな
くなるため。頭を動かすと、必要以
上にカテーテルが気管内に入ってし
まう恐れがあるため。

7 カニューレが抜けないよう 特に、更衣をする時やうつ伏せに
に注意する。
した時は細心の注意を払う。

カニューレが抜けると気管孔が閉じ
る恐れがあるため。

参

人工鼻のフィルター部が汚染する
と、換気不良になるため。
不衛生になり、細菌繁殖の要因とな
るため。

参考例

5 人工鼻を装着している事を 人工鼻が汚染した時は、交換す
確認し、汚染の有無を観察 る。
する。

考

配慮事項
留意点
1 必要時、Ｙガーゼの交換を 手洗いをし清潔操作で行う。
行う。
気管孔周囲の発赤・肉芽・びらん
やＹガーゼの汚染等を観察する。
カニューレを動かさないように注
意する。

根 拠
感染予防のため。
異常の早期発見のため。

2 カニューレのベルトが緩ん 複数でカニューレを押さえながら
でいる時はマジックテープ 行う。
の位置を変える。

カニューレが抜去する恐れがあるた
め。

気管粘膜の損傷を予防するため。

【カニューレ抜去時の対応】
・抜けたカニューレを拭いて再挿入する。（・用意してあるカニューレを挿入する。）
出血がある時は、
受診する。
【連絡先】
①保護者

母携帯：
自宅：
②保健室 １１９
③担当副校長

呼吸困難時や出血時は、
℡
診察券番号

に搬送する。
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Ⅱ、看護師が行う気管切開部の衛生管理

年 月
児童・生徒氏名

日

気管カニューレ内吸引マニュアル(例）
吸
目
引
安
の

準
備

喘鳴がある時
酸素飽和度が ％以下の時
本人の動きが少ない時
移動前
必要物品を確認する。
吸引器 アルコール綿

カテーテル（

Fr.） 水

カテーテルのマーキングを確認する。（

手

手袋

ｃｍ）

順

注 意 事 項

手洗いをする。または、手指消毒する。

指の間や指先もきちんと洗う（擦り込む）。

本人に吸引することを伝え、人工鼻を外す。
精製水の容器の蓋を開ける。アルコール綿を出しや
すくしておく。
利き手に手袋をする。

参考例

吸引カテーテルに ｃｍの印がついていることを確認す
る。

手 カテーテルを容器から出す。
順 カテーテルと吸引チューブを接続する。
及

吸引器の電源を入れる。

参

吸引器の作動状況と、吸引圧が
び いるかを確認する。

吸引器の電源は、利き手ではない方で入れる。
kPa以下になって

考

水を吸引する。

例

注 吸引カテーテルの外側をアルコール面で先端に向
意

かって拭きとる

事 吸引圧をかけたまま、カテーテルをカニューレ内に

ｃｍ挿入し、カテーテルをまわしながら吸引する。

1回の吸引時間は、５～１０秒以内にする。
どうしても吸引が不十分な時は、 ｃｍまで挿入可。

項

吸引中は、顔色･呼吸状態に注意し、痰の色や性状
を観察する。
続けて吸引する時は、そのまま吸引する。

チューブ内外に分泌物の付着が多い時は、アルコール
綿でカテーテルを拭き、水を通す。

吸引終了後、アルコール綿でカテーテルを拭き、水
を吸い、アルコール綿のアルコールを吸わせる。
吸引終了時は、吸引器の電源を切って、喘鳴の有
無を確認する。

吸引を再度行うか判断する。
チューブ内に吸引物の残留がないことを確認する。

気管内より出血した時は吸引を中止し保護者に連絡する。その後出血が落ち着いていれば、翌日から実施する。
必要に応じて、人工鼻内に分泌物が付着した時は、同じカテーテルで吸引する。
分泌物が硬くてカテーテル内に詰まった時は、新しいカテーテルに交換する。
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エア ウ ェ イ内 吸 引 マ ニ ュ ア ル （ 例 ）
吸 鼻汁が多い時
目
引 エアウェイから音がする時、口呼吸をしている時
安
の 登校後 給食前 給食後 ２便下校前

準
備

必要物品を確認する。
吸引器 カテーテル（

Fr.） 水 アルコール綿 手袋

カテーテルのマーキングを確認する。（
手

c m）

順

注 意 事 項

本人に吸引することを伝える。

動く時は、介助者に頭部を押さえるように依頼する。

石鹸で手洗いを行う。（手指消毒薬で消毒する。）

指の間や指先もきちんと洗う（擦り込む）。

カテーテルが入っている容器等の蓋を開ける。アルコー
ル綿はすぐに出せるようにしておく。
利き手に手袋をする。
手 容器からカテーテルを取り出し、吸引チューブと接続す
る。
順
吸引器の電源を入れる。
吸引器の電源は、利き手ではない方で入れる。
kPaになっている

項 吸引終了時は、吸引器の電源を切って、喘鳴の有無を
吸引を再度行うか判断する。
確認する。
吸引終了後は、アルコール綿でカテーテルを拭き、水を アルコール綿で拭くのは、挿入する長さの＋２ｃｍとする。
吸い、アルコール綿のアルコールを吸わせる。
吸引器の電源を切って、喘鳴の有無を確認する。
カテーテルと吸引チューブを外し、カテーテルを容器に
カテーテルと吸引チューブの中に吸引物が残留していな
戻す。
手袋を外側が内側になるように外し、アルコール綿は いことを確認する。
手袋の内側に入れる。
手を洗い、実施記録を記入する。
出血した時…中止し保護者に連絡する。その後出血が落ち着いていれば、翌日から実施する。
緊
急 嘔吐したとき…側臥位にし、口腔内に吐物が残っている時は吸引する。
時
呼吸状態が悪い時…保健室へ連絡し、保健室スタッフ複数で対応する。

161

例

吸引中は、顔色･呼吸状態に注意し、痰の量や性状を
観察する。

考

事

入りにくい時は、無理をしない。

参

吸引圧をかけたまま、規定の長さまでカテーテルを挿
注 入する。
【エアウェイ内】
ｃｍ
意
（引ききれない時は
ｃｍ）

参考例

及 吸引器の作動状況と、吸引圧が
かを確認する。
び
水を吸う。

経鼻エアウェイの管理
エアウェイの種類：ＫＯＫＥＮ（ 内径

ｍｍ.）

マニュアル（例）
挿入の長さ：

Ⅰ、担任（認定された教員）の配慮事項・対応事項
配慮事項
留意点
1 エアウェイがきちんと装着され 固定のテープが剥がれていないか
ているか確認する。
確認する。
2 エアウェイが抜けないように注 特に、更衣をする時（特にかぶり
意する。
の上衣を脱ぐ時）や顔を清拭する
時は細心の注意を払う。
他の児童・生徒の動きにも注意す
る。

ｃｍ。

対応事項
剥がれかけている時は、看護師に
連絡する。
エアウェイが抜けると再挿入が難
しいため。

3 鼻汁が出ている時は、ティッ
シュで拭う。
4 状態を観察する。

呼吸状態・顔色・口唇色などを観 吸引が必要な時は、看護師に連絡
察し、必要時は酸素飽和度を測定 する。
する。
吸引が必要か判断する。

※認定されていない教員・介護職員が、更衣や鼻をティッシュで拭う時は、認定された教員の指示の
下に行う。

参考例

Ⅱ、看護師対応

エアウェイが抜けた時
留意点
手 順
1 状態を観察しながら、
に 全身状態を観察し、声を掛けなが
搬送する。
ら対応する。

根

拠

Ⅲ、看護師対応
参
考
例

エアウェイが抜けかけた時
留意点
手 順
1 本人が押し込むのを見守る。
抵抗がある時は、無理に押し込め
（本人が押し込まない場合は、 ない。
抵抗なく押し込める範囲で、鼻
腔内に戻してみる。）
テープで再固定する。
2 抵抗があり押し込めない時は、 →緊急時の対応に準じる。
エアウェイを抜く。
エアウェイが詰まった時
留意点
手 順
1 エアウェイ内の分泌物を可能な
限り吸引する。
2 エアウェイ内の詰まりが取れな 必要に応じて、主治医に連絡し指
い場合は、保護者に連絡する。 示を仰ぐ。

根 拠
粘膜を傷つけるリスクがあるた
め。

エアウェイが出ていると、鼻内を
傷つけるリスクが高くなるため。

Ⅳ、看護師対応

鼻腔内より出血した時
留意点
手 順
1 状態を観察する。
出血の様子・呼吸状態・顔色・口
唇色などを観察し、必要時は酸素
飽和度を測定する。
2 保護者に連絡し、来校していた 必要に応じて、主治医に連絡し指
だく。
示を仰ぐ。

根

拠

根

拠

Ⅴ、看護師対応

【緊急時の対応】
①保護者に連絡。自宅：
母の携帯：
②保健室に連絡。
③管理職に連絡。担当副校長。
④
に救急車で搬送する。
（小児科：
医師）
※
医師不在時は、救急担当医師に相談する。
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酸素管理マニュアル（例）
＊ 登 校 時 は 酸 素 残 量 が 「 緑 の 表 示 (メ モ リ １ ０ 程 度 以 上 )」 の 残 量 で 登 校 す る 。
Ⅰ．作動状況の確認（認定された教員・介護職員）
手

順

留意点

1 ・人工鼻への接続チューブの装着、チュー ・接続部の装着具合、酸素流出孔に分泌物による閉塞が

ブの屈曲がないこと、チューブと酸素ボン ないかを確認する。
ベとの接続を確認する。
2 酸素ボンベ本体の確認

・残量をチェックし記録する。
・元栓が開いているか。
・取付ハンドルが閉まっているか。
・ダイヤルが指示された量
「０．２５」になっているか。

・残量が「
「赤い表示(メモリ５程度)」になったら、看護
師に連絡する。
・残量が急激に減少した時は、看護師に連絡する。

Ⅱ．日常生活上の配慮（教員・介護職員）

Ⅲ．緊急時の連絡等

Ⅳ．酸素ボンベの交換（＊保護者不在時に必要な場合、看護師）
13:30の時点で酸素残量が「赤い表示(メモリ５程度)」以下の場合保護者に連絡し、必要時ボンベを
交換する。
①流量を「０」にし、酸素ボンベの元栓をしっかり締める。
②新しいボンベに、コネクターを取り付ける。
③元栓をゆっくり開き、流量を「０．２５」に合わせる。
④空のボンベは、その日のうちに持ち帰ってもらう。
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例

2 ・(１)を実施ても90％以下が続く時
・管理職・常勤看護師に連絡する。
Spo₂が安定しない場合または呼吸状態の ・保護者へ連絡する。
悪化が見られる場合
・救急車を要請し
へ搬送する。
（鼻翼呼吸・肩呼吸・呼吸数の増加等）

考

＊保護者へ状況報告の連絡をし、来校いただき一緒に様
子を観察する。

参

呼吸状態不良時は、緊急時対応マニュアル準じて行う。
酸素飽和度
対
応
1 ・90％以下
・背中に手を入れて揺らすなど刺激を与える。
・体位を変換する
（車椅子乗車の時は、床におろす。）
・吸引を実施する。
・吸引をしても改善がなければ酸素流量を「2.0」まで増
量する。

参考例

①酸素ボンベの取り扱い（直射日光を避け、火気より２ｍ以上離す 転落させない）
・車椅子乗車の時は、車椅子の下方に横にして置いておく。
・床にいる時には、本人の隣に横にして置いておく。
②チューブの取り扱い
・つぶれたり、引っ張られていないか常に注意する。
・車椅子乗車時は、タイヤに巻き込まれないように注意する。
③113:30の時点で酸素残量が「赤い表示(メモリ５程度)」になっていない事を確認する。

人 工 呼 吸 器 の 作 動 状 況 の 確 認 及 び緊 急 時 の 連 絡 等 マ ニ ュ ア ル （ 例 ）
＊登校時、注入終了後の移動時、作動状況を３者（保護者・教職員・看護師）で確認する。
自発呼吸：有

普段の装着時間：２４時間

機器一式
バッテリー作動時間
（フル充電時）

本体
（指示書内容）

・機種 Ｔｒｉｌｏｇｙ１００Ｐｌｕｓ（学校では加温加湿器使用・３８℃設定）
・呼吸回路一式
・テストラング（人工肺） ・アンビューバッグ
・内部 ４時間、 外部 ４時間、 計８時間作動可
（予備は持参していない。）
内部のバッテリーが終わりそうになると、アラームが鳴る。
その際は、AC電源につなぐことでバッテリーの充電も人工呼吸器の作動も可。
１．前面パネル画面の表示を見て、実測値などを確認する。
設定は、下記と裏面の通り。
・換気様式
：従圧式(SＩＭＶモード）
･最大分時換気量
：Ｌ/分
・吸気時間
： 秒
・最小分時換気量
：０．４Ｌ/分
・呼吸回数
： 回／分
・吸気圧
： ｃｍＨ2Ｏ
・１回換気量
：
ｍｌ
・ＰＥＥＰ
： ｃｍＨ2Ｏ
１．呼吸回路がしっかり接続されているか。

呼吸回路

２．呼吸回路にへこみ等の異常はないか。
３．呼気ポートが塞がれていないか。上方か側方に向いているように整える。
バッテリーの残量を確認する。フルで５目盛(１目盛４８分・フルで２４０分（４時間）)

電源

考
例

その他

参考例

１．保護者と看護師を呼び、前面パネルの表示を見て原因検索する。
＊カニューレ内の吸引時、Ｌ字フレックスチューブを開けるため、
吸気圧低下などのアラームは鳴る。
アラーム音が鳴った場合 ２．呼吸回路が外れた場合、看護師が接続し、保護者を呼んで確認してもらう。
３．原因不明でアラームが鳴りやまない場合、急いで保護者を呼び、ＥＭコールをかけ
る。
看護師がアンビューバッグで呼吸介助を行う。
１．本人の様子や作動状況の急変等が見られた時、直ぐに保護者を呼び、
ＥＭコールをかける。

参

２．内部バッテリーの充電が少なくなる場合、保護者に充電を依頼する。
＊AC電源に接続で自動充電される。
３．移動時は、看護師の付添を依頼する。
保護者：母携帯：

緊急時の連絡等

保護者：父携帯：
主治医：

作動状況の確認の記録
月

日 （

＊ 前 面 パ ネ ル 画 面 を 確 認 し、 レ 点 チェッ ク も しく は 実 測 値 を 記 入 す る 。
）

時間
圧力（吸気圧）
ＲＲ（呼吸回数）
Ｖｔe（１回換気量）
リーク
バ ッ テリ ー 残 量
特記事項

実施者
実 施 記 録 を 確 認 しま した。

保護者サイン
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胃瘻部の衛生管理
胃瘻ボタン ＧＢ
バルン水 ｍｌ

Ｆｒ

ｃｍ

看護師が行う胃瘻部の衛生管理
配慮事項
1 ボタンが抜けた時は、下記
の対応をする。
2 必要時、ガーゼの交換を
行う。

マ ニ ュ ア ル (例 )

留意点

根

拠

感染予防のため。
手洗いをし清潔操作で行う。
胃瘻周囲の発赤・肉芽・びらんや 異常の早期発見のため。
ガーゼの汚染等を観察する。
胃瘻周囲の損傷を予防するため。
ボタンを動かさないように注意
する。

【ガーゼの交換手順】
①手洗いを行い、手指消毒する。
②ボタンを動かさないように軽くボタンを押さえながら、汚染したガーゼを外す。
③胃瘻周囲の状態を観察する。
④必要時は、清浄綿や濡らしたティッシュ等で胃瘻周囲をきれいに拭く。
⑤ボタンは少し引き上げながらカットされたガーゼを挟みカットの所をテープで止める。

留意点
根 拠
ボタンの蓋が開いていた時は、
胃瘻ボタンを押し込まないように
片手でボタンを押さえながら蓋を するため。
する。

特に、更衣をする時は細心の注意 胃瘻ボタンが抜けると胃瘻孔が
を払う。
閉じる恐れがあるため。

4 胃瘻部が圧迫されないよう
に配慮する。

うつぶせの時、ベルトする時等に 圧迫、摩擦などで胃瘻ボタンの
注意を払う。
当たっている皮膚に異常をきたす
リスクがある。

5 胃瘻ボタンが抜去した時に
は速やかに看護師へ連絡す
る。

生徒の名前・いる場所・状態を
的確に伝える。

【ボタン抜去時の対応】
・
Ｆｒ.ネラトンカテーテルを
・保護者に
＊連絡先＊
①保護者 母携帯：
②保健室
③管理職 担当副校長

ｃｍ挿入する。
に搬送していただく。
父携帯：

【プール入水前後の対応】
・入水前にガーゼを外し、入水後にガーゼを当てる。
・胃瘻部が覆われるような水着等を着用する。
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迅速に対応するため。

例

3 胃瘻ボタンが抜けないよう
に注意する。

考

発赤・ただれ・熱感・浸出液の
汚染したガーゼによる皮膚の炎症
有無など。ガーゼの汚染が著明で や感染を防止するため。
交換が必要な時は、看護師に連絡
する。

参

2 胃瘻ボタンの周囲を観察す
る。

参考例

担任が行う胃瘻部の衛生管理
配慮事項
1 胃瘻ボタンの蓋が閉まって
いること、ボタンの固定を
確認する。

年 月
児童・生徒氏名

日

薬 液 吸 入 マ ニ ュ ア ル (例 )
実
施
時
間

① ９：４０～１０：３０
②１３：２０～１４：００（２便下校日のみ）

必要物品を確認する。
・吸入器
・薬液（ビソルボン0.5mlと生食1.5mlの混合液 1回量２ｍｌが入る入れ物に持参）
・手指消毒用アルコール
準 ・洗浄用折りたたみコップ
備 ・洗浄後の拭きタオル
・薬液ボトルに薬液を入れ、蓋を確実に閉める。
・メッシュキャップの中央に水滴がある時は、水滴を振り落とす。
・マスクアダプタとマウスピースとＡＣアダプターを取り付ける。

手

順

注 意 事 項

手洗いをする。または、手指消毒する。

指の間や指先もきちんと洗う（擦り込む）。

本人に薬液吸入することを伝える。

参考例

側臥位または車椅子に座り、姿勢を整える。
人工鼻を取り外す。
吸入器のスイッチ側を下にして、噴霧を開始する。

スイッチは押してすぐに（約1秒以内）離す。
振動子が薬液に浸っていないと、噴霧しないことがあ
る。

カニューレ先端とマウスピースは３ｃｍくらい離し、置く
（手で持つ）。

タオル等で吸入器を安定させる。

薬液の噴霧が少なくなった時は、吸入器を振る。

薬液が傾いたまま実施すると、噴霧が少なくなる。なる
べく薬液を使いきるように、適宜残りの薬液量を確認す
る。

薬
参

液

考
例

吸
入
薬液ボトル内の薬液が無くなったこと（噴霧しなくなった
こと）を確認し、吸入を終了する。
吸入終了時は、吸入器の電源を切って、人工鼻を装着
する。
手を洗い、実施記録を記入する。

.洗浄用折りたたみコップに水を溜めて、薬液ボトルとメッシュキャップを順に優しく揺するように洗う。
＊流水で洗浄しない。

片
づ メッシュキャップと薬液ボトルの水滴を振り落とし、タオルで拭き取る。
け ＊メッシュキャップのメッシュをタオルで拭かない。
メッシュキャップを薬液ボトルに取り付けて、本体に装着する。

＊吸入中に吸引が必要になった時は、吸入をしながら吸引する。
（吸入終了間際で、喘鳴がそれほど強くない時は、吸入終了後に吸引する。）
＊吸入中にけいれん発作が起きても、中断しなくてよい。
＊吸入直後でも姿勢変換可能。
＊吸入薬の予備は持参しない。こぼした時は、生理食塩水による超音波ネブライザーを行う。
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導尿実施マニュアル(例)
膀胱容量

約

ml程度
導尿の間隔
時間
学 校 で の 導 尿 時 間 10時 35分 頃 ・ 13時 10分 頃 ・ 15時 10分 頃

＜必要物品＞
・サフィードネラトンカテーテル（８Fr.）
袋 の ビ ニ ー ル 側 上 に 先 端 か ら 16cmに 印 あ り (医 ケ ア フ ァ イ ル に メ ジ ャ ー テ ー プ の 貼 付 あ り )
・カテゼリー・清浄綿 ・ビニール手袋 ・オムツまたは尿器 ・手指消毒剤 ・ゴミ入れ ・スケール
手 順
留意点
根 拠
1 全身状態を観察し、健康状態の確認を 体温だけでなく、顔色や機嫌の様子も 異常を早めに発見し、安
する。カテーテル、カテゼリー、清浄 よく観察する。
全、安楽に導尿するため。
綿をセットする。
2 本人に説明をし、協力を得る。

不安の除去をはかり、理解・協力を得 児童の安全、安楽のため。
る。
3 児童を仰向けにし、導尿しやすいよう 実施場所を外部から仕切りをする。
プライバシーの保護のた
実施者の左側に本児の頭が来るよう め。
にオムツを広げ、尿器を準備する。
（実
に配置する。）

袋を開ける時にはカテーテル先端が不 感染予防のため。
潔にならないように、先ずは印をつけ
る長さまで開封する。

カテゼリーでカテーテルの孔を塞がな
いようにする。
感染予防のため。

14 尿道口を清浄綿で拭き、使用済オムツ カテゼリーを拭い取る。
内に、使用済物品を入れオムツを丸め ごしごし拭かない。
捨てる。
15 尿器内の尿量を目測する。
16 実施記録に尿の観察したこと等を記入
する。

保護者に導尿実施状況を、
伝えるため。

（カテーテルが入らなかった場合）
１０:３０の導尿時入らなかった場合
：保護者に連絡し状況を報告する。
１０：３０・１３:１０も入らなかった場合：保護者に連絡し今後について相談する。
１便下校の時は相談のみで下校するか検討・２便の時は保護者が来校し導尿実施するか検討
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例

尿量や尿の性状（色・血液混入の有
異常の早期発見のため。
無・混濁・浮遊物・臭い等）を観察す
る。
12 尿がある程度出たら、左手で下腹部を 軽く腹部を押す。
軽く圧迫し流出を促す。
強い圧迫は尿の逆流を及ぼす可能性が
あるので注意する。
13 尿の出が悪くなったらカテーテルを少 カテーテル内の尿が膀胱に戻っていか 尿が残らないようにするた
しづつ抜きだして、完全に尿が出なく ないように注意する。
め。
なったら、下腹部を手圧したままカ
感染予防のため。
テーテルをゆっくり抜く。

考

内側から外側へ清拭する。
尿道、膀胱内への感染を予
ごしごし拭かない。
防のため。
抵抗があった場合は、無理に挿入しな 尿道の損傷を防ぐため。
い。先端から16cmの印を目印にして、
最長13cmまで挿入する。

参

9 陰茎を把持し中心から円を描くように
尿道口を清浄綿で拭く。
（約１３ｃｍ程度）
10 尿が出始めるまで（
カテーテルを挿入する。
流出先のカテーテルは、尿器内に留置
する。
11 尿が出始めたら尿の観察を行う。

感染予防のため。

参考例

4 手洗いまたは手指消毒剤で消毒をす
る。
5 清浄綿の袋を開ける。清浄綿を袋から
出し、２枚に分割する。
6 ビニール側を下にしカテーテルの袋を
開封先から印のあるところまで開け、
黒 印 を つ け る (挿 入 す る 先 端 か ら
16cm） 。
その後、カテーテルの先端近くまで開
封する。
7 カテゼリーを、カテーテルの先端の孔
の近くまでたらす。
8 手袋を装着する。

３－ 2. 健康チェックカード ( 例 )
		

4-1 気切部 ・ 胃瘻部の管理 ・ 吸引実施記録 ( 例 )

		

4-2 胃瘻部の衛生管理 ・ 栄養剤 ・ 薬注入実施記録 ( 例 )

		

4-3 水分注入実施記録 ( 例 )
4-4 衛生管理 ・ 呼吸器確認 ・ 吸引実施記録 ( 例 )

参考例
参
考
例

■作成者
東京都立志村学園－心身障害児総合医療療育センター
医師 むらさき愛育園名誉園長
北住 映二氏
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年 月
児童・生徒氏名

日

健康チェックカード
気 切 部 ・ 胃 瘻 部 の管 理 ・ 吸 引 実 施 記 録 ( 例 )

普
段
の
様
子

体温

登
校
時

脈拍

吸引

SPO2

～

％

睡眠

日 （

）

体温
℃
痰の量
なし ・ 少ない ・ 多い
朝の注入 時間
：
胃瘻部の状態 変わり□なし □あり（
体温
℃
冷感
なし ・ 軽度 ・ あり

脈拍
冷感
内容

回/分
なし ・ 軽度 ・ あり
）

脈拍
緊張

胃瘻部の状態 変わり□なし □あり（

SPO2
最終排便

％
月

日

気切部の状態
変わり□なし □あり（
）
SPO2
回/分
％
弱い ・ 普通 ・ 強い 顔色・口唇色
普通 ・ 不良

）

気切部の状態

変わり□なし □あり（

）

（胃瘻部）

気・口・ 鼻

白～黄

少～普～多

柔～普～硬

4

：

気・口・ 鼻

白～黄

少～普～多

柔～普～硬

5

：

気・口・ 鼻

白～黄

少～普～多

柔～普～硬

6

：

気・口・ 鼻

白～黄

少～普～多

柔～普～硬

7

：

気・口・ 鼻

白～黄

少～普～多

柔～普～硬

8

：

気・口・ 鼻

白～黄

少～普～多

柔～普～硬

9

：

気・口・ 鼻

白～黄

少～普～多

柔～普～硬

10

：

気・口・ 鼻

白～黄

少～普～多

柔～普～硬

気 切 部 ・ 胃 瘻 部 の 衛 生 管 理 ・ 吸 引 実 施 記 録 を 確 認 しました。
保護者氏名
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例

：

考

3

参

観察
ガーゼ交換
発赤： □なし
時
分
特記事項：
□あり：
実施者：
肉芽： □なし
時
分
□有り：
特記事項：
その他：
実施者：
時間・実施者：
教員の確認・観察 （胃瘻部）
時間 固定確認
問題
サイン
：
□なし
□あり
□
：
□なし □あり
□
：
□なし □あり
□
量
粘稠度
特記事項
少～普～多 柔～普～硬
少～普～多 柔～普～硬

参考例

引

回/分

痰の性状

看護師の観察（気切部）
気
観察
ガーゼ交換
管
発赤： □なし
時
分
切
特記事項：
□あり：
開
部
実施者：
肉芽： □なし
・
時
分
□有り：
胃
特記事項：
瘻 その他：
実施者：
部 時間・実施者：
の
教員の確認・観察(気切部）
衛
時間 固定確認
問題
サイン
生
：
□なし
□あり
□
管
理
：
□なし □あり
□
：
□なし □あり
□
時間
実施者
部位
色
1
：
気・口・ 鼻
白～黄
2
：
気・口・ 鼻
白～黄
吸

～

注入

月
登
校
前
の
様
子

～℃

年 月
児童・生徒氏名

日

健康チェックカード
胃 瘻 部 の 衛 生 管 理 ・ 栄 養 剤 ・ 薬 注 入 実 施 記 録 (例 ）

【 健 康 チェック カ ー ド 】
～
℃
体温
普 脈拍 ～ 回/分
段 SpO2
～ ％
の
様 注入
子
排便 日 回

℃
体温
脈拍
回/分
登
ｍｌ
SpO2
％
校
時
分
喘鳴
なし
・
少ない
・
多い
時
緊張 弱い ・ 普通 ・ 強い
日 最終
顔色
普通 ・ 不良
℃

体温
内容
登 朝の 胃残
校 注入
終了
前
排便
月
連絡事項

ｍｌ

【胃瘻部の衛生管理実施記録】
看護師の観察
時
発赤：□なし □あり（
肉芽：□なし □あり（

）
）

分 （
）交換
時
分（
）交換
時
分
□浸出液あり（
）色 少～多 □浸出液あり（
）色 少～多
□出血あり 濃～薄い 少～多
□出血あり 濃～薄い 少～多

その他：
実施者：

実施者：

実施者：

【栄養剤・薬注入実施記録】

実施者

参考例

□ 必要物品を準備する。
◇
◇
◇ 射
□ 全身状態の観察をする。（健康チェックカード・登校後の様子も確認する）
体温
℃ 脈拍
回/分 酸素飽和度
喘鳴 なし ・ 少ない ・ 多い 腹部の張り
顔色
普通 ・ 不良
胃瘻ボタン・周囲の確認

看・教・介

％
なし ・ あり

問題なし・問題あり（

□ 本人に説明をし、車椅子に座り姿勢を整え、協力を得る。
参
考
例

確認
□ ジョイントチューブのクランプと蓋を閉め、胃瘻ボタンに接続して時計まわりに3/4回転させる。
□ ジョイントチューブに注射器を接続してクランプを開け前吸引を行う。
空気量
ml 胃残量
ml 胃残の色
茶褐色浮遊物：なし 少量 多量
◇胃残量が
ml未満の時：そのまま予定量を注入する。
◇胃残量が
ml以上、
ml未満の時：予定量より胃残量を引いて注入する。
ml － 胃残量（
ml） ＝ 注入量（
ml）
◇胃残量が
ml以上の時：胃残を戻し、注入を中止し、白湯10mlを注入し、保護者へ連絡する。
◇胃残が褐色・黄色・緑色・褐色浮遊物がある時：胃残を破棄し、注入は中止し、白湯10mlを注入し、

保護者へ連絡する。
□ 胃残の液を胃に戻す。
□ イルリガートルのクレンメを閉め、注入液を入れる。
□ 注入液をドリップチェンバーの１/３に満たし、クレンメをゆるめ、チューブの先まで注入液を満たす。
□ ジョイントチューブとイルリガートルを接続する。
□ クランプを開け、クレンメをゆるめて注入を開始する。（所要時間： 分 10秒間に
滴）
開始時刻

時

分

喘鳴（－＋） 嘔吐（－＋） 顔色変化（－＋） 胃瘻からの漏れ（－ ＋）
□ 注入中の様子を観察する。
注入中の様子
□ 接続部まで注入液を流し、クレンメとクランプを閉め、ジョイントチューブとイルリガートルの接続を外す。
終了時刻

時

分

□ 白湯10mlでジョイントチューブの中を押し流し最後は空気で押す。
□ ジョイントチューブは反時計回りに戻して外し、胃瘻ボタンの蓋を閉める。
１０分間はそのままの姿勢を保つ。下校３０分前には終了し様子観察をする。
□ 必要物品を簡単に水洗いし、家庭に持ち帰る。
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）

参考例
参

考

例

171

衛 生 管 理 ・ 呼 吸 器 確 認 ・ 吸 引 実 施 記 録 (例 )
普
様
段
子
の

体温

～

℃

脈拍

排便

～ 日に１回

排尿

月

日（

回/分

少ない ・普通 ・多い

痰の性状

白・黄

柔・普・硬

胃
瘻
部
の
衛
生
管
理

参考例
参

気
切
部
の
衛
生
管
理

℃

喘鳴

弱い ・ 普通 ・ 強い

緊張

） 胃瘻部の状態

看護師の観察
□あり：

□浸出液あり （

肉芽： □なし

□あり：

□出血あり 薄～濃

実施者：

時

分

看護師の観察

時間・実施者（
）
□固定確認 問題 □あり □なし

少～多

時間・実施者（
）
□固定確認 問題 □あり □なし

実施者：
教員の確認・観察
時間・実施者（
固定確認 □
ガーゼ汚染 □あり □なし
時間・実施者（
固定確認 □
ガーゼ汚染 □あり □なし

）色 少～多

□問題なし

時

分

□出血あり 薄～濃

）
実施者：

時

少～多

実施者：

考

：

：

時間

分

：

：

：

例

アラームは鳴ってないか
呼
吸
器
接
続
確
認

カニューレと回路の接続は大丈夫か

呼気ポートの向きは大丈夫か
呼吸器回路は引っ張られていないか

呼吸器回路は外れていないか
胸郭の動きは問題ないか
実施者

時間

実施者

部位

量

色

粘稠度

1

：

カ 口 鼻

白～黄

少～普～多 柔～普～硬

吸 2

：

カ 口 鼻

白～黄

少～普～多 柔～普～硬

3

：

カ 口 鼻

白～黄

少～普～多 柔～普～硬

引

4

：

カ 口 鼻

白～黄

少～普～多 柔～普～硬

実 5

：

カ 口 鼻

白～黄

少～普～多 柔～普～硬

施 6

：

カ 口 鼻

白～黄

少～普～多 柔～普～硬

7

：

カ 口 鼻

白～黄

少～普～多 柔～普～硬

8

：

カ 口 鼻

白～黄

少～普～多 柔～普～硬

9

：

カ 口 鼻

白～黄

少～普～多 柔～普～硬

10

:

カ 口 鼻

白～黄

少～普～多 柔～普～硬

11

:

カ 口 鼻

白～黄

少～普～多 柔～普～硬

記
録

保護者サ イ ン

全 て の実 施 記 録 を 確 認 し ま し た。
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）

教員の確認・観察

）色 少～多

□浸出液あり （

□問題あり（

普通 ・ 不良

□ 問題なし □ 問題あり（

ガーゼ交換

気管孔周囲

％

顔色・口唇色

ガーゼ交換

発赤： □なし

分

日

）

気切部の状態 □ 問題なし □ 問題あり（

時

月

回/分 酸素飽和度

脈拍

なし ・ 少ない ・ 多い

最終排便

）

問題なし ・ 問題あり（

体温

％

回/分 酸素飽和度

登
内容：
校 朝の注入
その他
前
気切部の状態 問題なし ・ 問題あり（

登
校
時

％

けいれん

脈拍

℃

胃瘻部の状態

～

酸素飽和度

）

体温
吸引回数

～

特記事項

：

）
）

３－ 3. 医療的ケア手続き書類 （例）
		

〇様式 1 医療的ケア実施申請書
〇様式 2 主治医意見書

		

〇様式 3 医療的ケア指示書

		

〇様式 4 医療的ケア決定通知書

		

〇様式 5 承諾書

		

〇様式 6 医療的ケアの実施について （報告）

参考例
参
考
例

■作成者 島根県教育庁特別支援教育課
参考例として医療的ケアを実施するために必要と考えられる手続きをまとめた書類例です。
これはあくまでも参考例として示したものであり、 教員が医療的ケアを実施する上で必要となる具体的
な手続き書類については、 各都道府県や学校の実情等に応じて作成することが望まれます。
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（医ガ様式 1）

医療的ケア実施申請書
年
島根県立

月

日

学校長 様
保護者氏名

このたび、島根県立

学校において、医療的ケアの実施を依頼したく、

主治医意見書及び診療情報提供書を添えて、下記のとおり申請します。
記
１．児童生徒

印

部

年

氏名

参考例

２．依頼する医療的ケア
（１）

参

（２）

考
例

（３）
（４）
（５）
３．主治医について
（１）主治医氏名
（２）病院・医院名
（診療科名）
（３）病院・医院住所
（電話番号）

※診療情報提供書を確認すること
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（医ガ様式２）

主
島根県立

治

医 意 見 書

学校長 様

先に、保護者から依頼のありました該当児童生徒に対する実施可能な医療的ケアに
ついては下記のとおりです。
記
１．児童生徒氏名
２．医療的ケアの内容と指示
指示及び留意事項

参考例

内容

参
考
例

平成

年

月

日
主治医

学校医確認

※診療情報提供書を確認すること
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印

（医ガ様式 3）
平成
島根県立

年

月

日

学校長 様
学校医

印

医療的ケア指示書
下記の児童に係る医療的ケアについて、実施可能なケアを決定したので通知します。
記
１．児童生徒氏名

参考例

２．医療的ケアの内容と範囲
医療的ケアの内容

実施者氏名

学校看護師実施者への指示内容

参
考
例

176

備考

（医ガ様式４）
○○○ 第
平成

年

島根県立

号
月

日

学校長 印

医療的ケア決定通知書
平成

年

月

日付けで申請のありました医療的ケアの実施について、下記の

とおり決定いたしました。
記
１．児童生徒氏名

写 、医療的ケア指示書（様式３）○
写 による。
主治医意見書（様式 2）○

参

３．医療的ケアの実施者名
（ 教員 ・ 学校看護師 ）

考

（ 教員 ・ 学校看護師 ）

例

（ 教員 ・ 学校看護師 ）
（ 教員 ・ 学校看護師 ）
（ 教員 ・ 学校看護師 ）
（ 教員 ・ 学校看護師 ）
（ 教員 ・ 学校看護師 ）
（ 教員 ・ 学校看護師 ）
（ 教員 ・ 学校看護師 ）
（ 教員 ・ 学校看護師 ）
４．医療的ケア実施期間
平成

年

参考例

２．医療的ケアの内容と範囲

月

日

～

177

平成

年

月

日まで

（医ガ様式５）

承

諾

書
平成

島根県立

年

月

日

学校長 様
学部

第

学年

児童生徒氏名
保護者氏名

参考例

平成

年

月

日付け ○○○第

号で決定通知のありました医療的ケアの、

内容・範囲、実施者、実施期間について承諾いたします。

参
考
例
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印

看護師氏名

教員等氏名

実施する医療的ケアの内容
対応する医療的ケアの内容

例

性別

考

学部・学年

参

児童生徒氏名

記

医療的ケアの実施について（報告）

このことについて、下記のとおり実施することとしましたので報告します。

（特別支援教育課）

島根県教育委員会教育長 様

（医ガ様式６）

参考例
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学校長

※該当する項目を○で囲む

たん吸引・経管栄養・導尿

たん吸引・経管栄養・導尿

たん吸引・経管栄養・導尿

たん吸引・経管栄養・導尿

たん吸引・経管栄養・導尿

たん吸引・経管栄養・導尿

対応する医療的ケアの内容

島根県立

備考

日

月

平成

年

号

○○○第

３－ 4. 「学校における医療的ケアの今後の対応について」 （平成
31 年 3 月 20 日付け 30 文科初第 1769 号初等中等教
育局長通知）
〔別添〕 学校における医療的ケアの実施に当たっての役割分担例

参考例
参
考
例
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参考例
参

考

例

181

参考例

参

考

例

182

参考例
参

考

例

183

参考例

参

考

例

184

参考例
参

考

例

185

参考例

参

考

例

186

参考例
参

考

例

187

参考例

参

考

例

188

参考例
参

考

例

189

参考例

参

考

例

190

参考例
参

考

例

191

参考例

参

考

例

192

参考例
参

考

例

193

参考例

参

考

例

194

参考例
参

考

例

195

参考例

参

考

例

196

参考例
参

考

例

197

参考例

参

考

例

198

参考例
参

考

例

199

参考例

参

考

例
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３－ 5. 学校における人工呼吸器使用に関する 【ガイド】
2018 年 3 月 13 日 日本小児神経学会
「学校における人工呼吸器に関するガイド」
A 通学にいたるまでに実施すべき内容
1. 必要な情報の収集
2. 学校環境の評価
3. 研修の実施状況の確認
B 学校における人工呼吸器使用児受け入れを支援するための体
制 ・ 組織に関する事項
参考例
参
考
例
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参考例

参

考

例
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参考例
参
考
例

(

)
(

(

)

)
(

NPPV

(
)

)
(

)

A.
(

203

)

(

)

B.
C.

(

)
(

(

)

参考例
参
考
例
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)

ロ

カニュ ー レ挿入に対する学校看護師の準備状況（実際の経験、 研修の有無など）

口

個々の児童、 生徒の状況（医師以外は挿入が困難な例など）

⑧呼吸器や回路トラブルの際の対応
□

特に処置せず、 呼吸器メ ー カ ー 担当者の到着を待つ。

口

処置（酸素投与／バック換気）をしながら、 呼吸器メ ー カ ー 担当者の到着を待っ。

口

処置（酸素投与／バック換気）をしながら、 救急車による搬送を行う。

口

予備回路を置いておき、 回路交換を速やかに行う。

ロ

その他（

⑨医療機関に相談ないしは搬送して欲しい状態の目安など
（

）

⑩災害時の対応（各自治体における対応、 個別の災害時避難プランの作成などについて）

児の状況について、 医師からの情報・指示と一 致しているかを家族に確認する。
その後、 以下の日常的な管理状況について聞き取る。

参考例

(2）家族からの情報

①日頃の吸引必要回数
口

口腔内吸引：（

）回あるいは（

）時間ごと

参

口

鼻腔内吸引：（

）回あるいは（

）時間ごと

考

口

気管内吸引：（

）回あるいは（

）時間ごと

例

②吸引が必要となる状況
□

Sp02 (

口

分泌物貯留音が聞かれたとき

□

本人が吸引を要求したとき

口

吸入後

口

その他(

）％以下

)

③呼吸状態の把握のための指標
□

Sp02 (

□

1回換気量（

□

最大吸気圧（

ロ

リ

ク量（

ー

)%
) ml
) mmHg
) L/min
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④日頃の呼吸器管理の担当者
口

呼吸器メ ー カ ー 担当者

ロ

その他（

氏名（

連絡先（

）

⑤呼吸器に関してのこれまでのトラブル
（
⑥呼吸器装着に関する本人、 家族の思い
（
⑦特に学校へ伝えたいこと
（
⑧主治医の緊急連絡先 （主治医に連絡がつかない場合に対応が可能な救急病院など）

参考例

2. 学校環境の評価
学校の体制や状況はハ ー ド面、 ソフト面ともに毎年変化するので、 毎年度、 注意して再

参

確認する必要がある。

考
例

1)ハ ー ド面
①電源の位置
口活動場所ごとに電源が確保できている。
口校外学習（宿泊学習を含む）の移動時および移動先での電源が確保できている。
②停電時の対応
ロバッテリ

ー

残量を常時確認できる。

口予備バッテリ

ー

の使用について家族と対応 を確認できている。

③吸引器
□作動確認した本人用の吸引器の正常な作動が確認された上で、 衛生的かつ安全な設
置場所に設置する。
④パルスオキシメ ー タ ー
□本人用のパルスオキシメ ー タ ー の正常な作動が確認された上で、 衛生的かつ安全な
設置場所に設置する。
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⑤酸素の使用
口酸素ボンベまたは酸素濃縮装置を衛生的かつ安全な設置場所にしつかりと固定して
設置する。
口校内に緊急用の代替酸素を準備する。
⑥救急用機材（蘇生バッグ、 マスクなど）
□本人用の蘇生バッグなどの緊急用機材 ー 式を準備する。
□本人用の気切カニュラを準備する。（主治医との相談で必要ならば）
口校内に（不特定の対象に用いる）蘇生バックなどの緊急用機材を準備する。
⑦緊急連絡網の整備
口校内の緊急連絡用の通信機器（携帯電話やPHS等）が整備されている。
⑧送迎バスの整備

参考例

⑨災害時の対応
2)ソフト面

関係者間の了解が得られている。
口医療的ケアや（学校看護師が行う）医療行為についてのマニュアルが整備されてい
る。
口当該児童生徒が教育を受ける際に、 学校看護師が校内（及び校外学習現場）に常駐
している。
②マニュアルの作成（独自のマニュアルの有無、 使用しているテキストなど）
ロテキストとしては、 文部科学省が作成した『介護職員等によるたんの吸引等の研修
テキスト』の内容と同等以上のものである（担当教員が学ぶ）。
【人工呼吸器関連】
ロマニュアルには下記の項目が含まれる。
・人工呼吸器のセッティング方法
・人工呼吸器のモ ー ド内容
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例

口校内医療的ケア等検討委員会等で、 校内で実施できる最低限の緊急時対応について

考

口校内医療的ケア等検討委員会等の組織体制が整備されている。

参

①校内体制（学校看護師の配置、 校内医療的ケア等検討委員会の開催）

・人工呼吸器のアラ ー ム設定内容とアラ ー ム作動時の対応
・人工呼吸器の作動チェック方法
・人工呼吸器の装着方法
・気管カニュ ー レとフレキシブルチュ ー ブの接続方法等
・人工呼吸器を途中で停止する場合の条件
・人工呼吸器の停止方法
口連携する学校看護師が当該人工呼吸器に関する上記マニュアルを十分理解し、操作
できる。
【酸素関連】
口酸素の使用時のマニュアルには以下の項目が含まれる。
・酸素ボンベや酸素濃縮装置の安全な保管手順
・酸素を吸入する場合の酸素供給機器のセッティング方法と条件
・酸素の残量のチェック方法
・酸素が切れたときの対処方法

参考例

【吸引関連】
口吸引関連のマニュアルには以下の項目が含まれる。
・吸引器本体や付随する物品等の清潔かつ安全な保管・管理法
・個々の特性に配慮した安全かつ心地よい吸引方法

参
考

【その他】

例

・排痰補助装置に関するマニュアル
・パルスオキシメ ー タ ー の利用方法に関するマニュアル
・緊急時の対応に関するマニュアル（⑧を参照）
③看護師の経験状況（呼吸器の使用、在宅医療に関与した経験など）
口人工呼吸器装着の児童生徒を受け入れるにあたり、担当する学校看護師の選定にあ
たっては臨床経験などを考慮できる組織体制 ・規定が腋っている。
口担当する学校看護師に対して、必要に応じて研修等を行うことができる規定がある。
④教員の理解、意思（過去に呼吸管理を必要とする児童生徒を受け持った経験、研修受講
歴などなど）
口文部科学省が作成した『介護職員等によるたんの吸引等の研修テキスト』のうちで、
呼吸に関する個所について理解を深めていることを再度確認する。
□本人に対する実地研修を、人工呼吸器に関する事項も含めて実施する。
⑤保護者との協力体制（家族が学校の状況を十分に理解しているか？
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学校での対応につ

いて十分説明できているか？

必要な医療器材・消耗品の準備、 など）

口保護者からの依頼がある。（学校で定めた手順に従い、 必要に応じて書面で提出）
口学校での実施内容（緊急時対応も含めて）について、

保護者からの同意がある。

口保護者が用意すべき機材・物品と学校が用意する機材・物品の仕分けについて、 双方
で確認する。
⑥指導医・校医の了解と連携体制
口 医療的ケアについて、 指導医体制をとっている。 または、 校医が指導医の役割を
果たしている。
口 指導医体制がとれない場合に、 主治医と密な連絡がとれ、 下記に準ずる了解を主
治医との間でとれている。
口対象児童生徒の当該医療行為を学校で実施することに関して、 指導医·校医から了
解を得る。
口個別の対応マニュアル（緊急時対応を含む）の内容について、 指導医・校医から了
解を得る。
する。
口学校で発生したヒアリ・ハット事象を蓄積し、 関係職員で情報共有し、 必要に応じ

参

て、 指導・校医から指導を受けている。

参考例

口学校で定めた手順・規定に従って、 指導医・校医が実際の実施状況を実施前に確認

考

口人丁呼吸器業者との間で、 学校看護師を中心としたオリエンテ ー ションを行う。
口平素及び緊急時の対応の仕方（業者の連絡先、 代替え機対応など）を定める。
⑧緊急時の体制（個々のリスクを踏まえて個人毎に作られているか？）
口以下に示すような状況を想定したマニュアルが幣備されている。
・ 人丁呼吸器の故障、 アラ ー ム作動時
・停電
・呼吸障害等(Sp02低下、 心拍低下等）の出現時
•その他の急変時
口以下の緊急時連絡先を明記した 一 覧表が整備され、 教室に掲示する等の準備がなさ
れている。
・家族
．訪間医
・緊急移送医療機関
・学校担当医

209

例

⑦人工呼吸器業者との連携体制

口緊急時に医療機関に伝えるべき内容を定めてある。（状況に応じて、 電話等での口頭
説明や紹介状の代用として使用できる）
⑨送迎時の受け渡し体制
⑩担任・介護員の体制
⑪校外学習時・宿泊学習時の体制
3. 研修の実施状況の確認
1)看護師に対する研修実施状況など
①看護師を対象とした講義の 有 無
有の場合

参考例

□日本小児連絡協議会（編）小児在宅医療実技講習会マニュアル を利用）
口自治体が作成したマニュアル（手引書などを利用）
ロその他

参

②人工呼吸療法、 人工呼吸器について実技研修 有 無

考

有の場合

例

実習実施場所：口重症心身障害児者関係医療機関、
□その他の医療機関
□その他（医療機関以外
③ 他の専門機関との連携（医療機関、 看護系大学など）

有 無

有の場合 （どのような機関かを具体的に記載）
④看護師が疑間を感じた場合に相談できる体制

有 無

有の場合 （どのような機関あるいは指導医などかを具体的に記載）
2)教職員に対する研修実施状況の確認

有 佃

①教職員が、 第3号研修を受講している

②独自の人工呼吸療法についての講習会を開催している

有 無

③人工呼吸器使用児童を看護師と連携してケアに取り組む意思がある 有 無
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④医師・指導看護師などによって教職員に知識・技術があるかどうかを評価する（具体的
な記述は必要ないでしょうか？）

体制が出来ている 有 無

B. 学校における人工呼吸器使用児受け入れを支援するための
体制・組織に関する事項
1. 各自治体の管轄部署（教育委員会等）への報告・相談体制の構築
口報告・相談体制が構築されていることの確認
口実際に管轄部署への連絡・相談を行った（行った 行っていない）
口市町村立の特別支援学校がある場合、 市町村教育委員会と都道府県教育委員会との
連携体制がとれていることの確認 （連携している 連携していない）
口各自治体の教育委員会が第3号研修機関として登録を受けていることの確認
口各学校が登録特定行為事業所として登録していることの確認
（登録している 登録していない）
口各自治体の教育委員会として指導看護師を配置して各学校の看護師を統括する

参

体制整備の有無 （ある なし）

参考例

（受けている、 受けていない）

口協議の場があることの確認（名称確認含）
口協議の場の参加者の確認
口関係各部署の役割分担ができ、 管理体制が整っているかの確認
口実際に協議が行われた（行われた 行われていない）
3. 各自治体の管轄部署（教育委員会等）から各学校への助言・指導体制の構築
口学校への助言・指導体制が構築されていることの確認
口実際に各自治体の管轄部署から各学校へ助言・指導などがあった（あった なかった）
4. 保護者への、 管轄部署から各学校に行われた助言・指導内容に関する周知
口保護者へ、管轄部署から学校に行われた助言・指導内容に関する説明を行った（行った
行っていない）
口説明をうけた保護者からの意見・要望を聴取し、 学校での管理の参考にすることの確
認（参考にする 参考にできない）
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例

検討委員会・医療的ケア運営協議会）の設置、 またはそれに替わる支援体制の整備

考

2. 各自治体に医師、各学校における担当者の参加する協議の場（名称例；医療的ケア

5. 外部の医療機関等との連携状況

（緊急時の対応を含む）

口救急搬送病院の受け入れについて同意を得ていることの確認（同意を得た 同意を得
ていない）
口消防署に本人の状態を事前に説明し、 急変時に速やかに救急車で適切に対応してもら
えることの確認 （確認した 確認していない）
口体調に変化があった場合、 主治医または関係医療機関と運絡がとれるかどうかの
確認（確認した 確認していない）
口外部の医療機関等の医療専門職者による巡回指導実施の有無

参考例
参
考
例
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（ある ない）

３－ 6. 「医療的ケア児に関わる主治医と学校医等との連携等につ
いて（ 通知）」 （令和 2 年 3 月 16 日元文科初 1708 号文
部科学省初等中等教育局長通知）
〇主治医から学校医等への診察情報提供に基づく医療的ケアの
流れについて
〇訪問看護ステーションから学校への情報提供について
〇その他 （参考条文／参考通知等）

参考例
参
考
例
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参考例

参

考

例

214

参考例
参

考

例

215

参考例

参

考

例
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参考例
参

考

例

217

参考例

参

考

例
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保護
者

協
力

委
嘱
等

学校の設置者

①情報提供

学
校
医
等

連携

③指示
連携

連携

※

健
康
管
理

養
護
教
諭

医療的ケア児

④
医
療
的
ケ
ア

看
護
師
等

担
任

・地域の医師会
・都道府県の看護協会 など

参

考

例

※健康管理とは、
健康観察、救急処置、疾病管理な
ど

連携

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

文部科学省【令和２年度関連予算】
（２）学校における医療的ケアに関する研修機会の提供（29百万円の内数）
（１）切れ目ない支援体制整備充実事業
⇒ 標準的な研修プログラムの開発、教育委員会等による研修会の企画研修
⇒ 医療的ケアのための看護師配置に係る経費を一部補助（19億円の内数）
（３）学校における医療的ケア実施体制構築（29百万円の内数）
※看護師配置に必要な経費を地方財政措置（38億円の内数）
⇒ 地域において医療的ケア児に関わる看看連携モデルの創出

主
治
医

趣旨

学校医療ケアチーム

学校長の管理
下

主治医から学校医等への情報提供に基づく医療的ケアの流れ【イメージ図】

参考例
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参考例

参

考

例
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３－ 7. 喀痰吸引等の提供に関する参考様式 ・ 記載例
○介護職員等喀痰吸引等指示書
○喀痰吸引等業務計画書 （記載例）
○喀痰吸引等業務の提供に係る同意書 （参考様式）
○喀痰吸引等業務実施状況報告書 （記載例）
○業務方法書 （記載例）

参考例
参
考
例
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参考例

参

考

例
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参考資料
喀痰吸引等業務計画書（記載例①）
作成者氏名

○○ ○○

印
○

作

成

日 ○年○月○日

承認者氏名①

○○ ○○

印
○

承

認

日 ○年○月○日

承認者氏名②

○○ ○○

印
○

承

認

日 ○年○月○日

氏

名 ○○ ○○

対 要介護認定状況

基

生年月日

要支援（ １ ２ ）

象 障害支援区分
区分１
者
障
害
名 脊髄性筋萎縮症
住

本

区分２

○年○月○日

要介護（ １ ２ ３ ４ ５ ）
区分３

区分４

区分５

区分６

所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

参考例

情 事 事 業 所 名 称 ○○○○○
報 業 担 当 者 氏 名 ○○○○○、○○○○○
所 管理責任者氏名 ○○○○○
担 当 看 護 職 員 氏 名 ○○○○○

参

担 当 医 師 氏 名 ○○○○○

考
例

計

画

期

目
実

施

行

間

〇年

4月

1日 ～

年

月

標

主治医の指示通り、安全に医療的ケアを行い、ご本人ご家族が安心かつ安全に
生活を維持できる。

為

実施頻度/留意点

業
口腔内の喀痰吸引

吸引圧は適宣。10F 吸引チューブ 吸引制限は 7cm。

施 鼻腔内の喀痰吸引

吸引圧は適宣。10F 吸引チューブ 吸引制限は 7cm。

務
実

計 気管カニューレ内部の
吸引前に手洗いを十分にする。10F 吸引チューブ 吸引制限は 7cm。
画 喀痰吸引
胃ろう又は腸ろう
による経管栄養
経鼻経管栄養

昼 ラコール 250ml＋白湯 100ml／90 分かける
おやつ ポカリスエット 350ml／60 分かける

結果報告予定年月日

44

日

〇年
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5月

10 日

第Ⅰ 章
重度障害児・者等の地域生活等に関する講義

喀痰吸引等業務計画書（記載例②）
作成者氏名

○○ ○○

印
○

作

成

日 ○年○月○日

承認者氏名①

○○ ○○

印
○

承

認

日 ○年○月○日

承認者氏名②

○○ ○○

印
○

承

認

日 ○年○月○日

氏
対

住

○年○月○日

要介護（ １ ２ ３ ４ ５ ）
区分３

区分４

区分５

区分６

喀 痰 吸 引 等 を 必 要 と す る 重 度 障 害 児・ 者 等 の 障 害 及 び 支 援 に 関 す る
講義緊急時の対応及び危険防止に関する講義

参考例

報

要支援（ １ ２ ）

象 障害支援区分
区分１
区分２
者
障
害
名 筋萎縮性側索硬化症

本
情

要介護認定状況

生年月日

第Ⅱ 章

基

名 ○○ ○○

所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

事 事 業 所 名 称 ○○○○○
業 担 当 者 氏 名 ○○○○○、○○○○○
所 管理責任者氏名 ○○○○○
担 当 看 護 職 員 氏 名 ○○○○○

参
考

担 当 医 師 氏 名 ○○○○○

例

計

画

期

目
実
業

施

行

間

〇年

11 月

1日 ～

年

月

日

標

主治医の指示通り、安全に医療的ケアを行い、ご本人ご家族が安心かつ安全に
生活を維持できる。

為

実施頻度/留意点

口腔内の喀痰吸引

必要に応じて適宜行う。吸引時間：10～15 秒程度

実 鼻腔内の喀痰吸引
施

必要に応じて適宜行う。吸引時間：10～15 秒程度

務

画

気管カニューレ内部の
吸引前に手洗いを十分にする。吸引圧は 100～150mmHg 程度、適宜調整。
喀痰吸引

第Ⅲ 章

計

喀痰吸引等に関する演習

胃ろう又は腸ろうによ
ラコール半固形 300kcal × 3
る経管栄養
経鼻経管栄養

結果報告予定年月日

〇年

12 月

10 日
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� � 喀痰吸引等業務（特定行為業務）の提供に係る同意書（参考様式）
� 下記の内容について十分な説明を受け内容を理解したので、喀痰吸引等業務（特定行為業務）�
の実施に同意いたします。�
喀痰吸引等（特定行為）

口腔内の喀痰吸引�

の種別�

鼻腔内の喀痰吸引�
気管カニューレ内部の喀痰吸引�
胃ろうによる経管栄養�
腸ろうによる経管栄養�
経鼻経管栄養�
� � 年� 月� 日� ～� 年� 月� 日�

提供を受ける頻度�

�

提

事業所名称�

�

供

事業所責任者氏名�

�

体

事業所担当者氏名�

�

制� 担当看護職員氏名�

�

担当医師氏名�

�

参考例

提供を受ける期間�

参
考
例

�
�

同意日����平成� � 年� � 月� � 日�
�
�������� � � � � � 住�� � 所�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�������� � � � � � 氏�� � 名��������������������������� � � � � � � � � � � � � � � 印�
�
� � � � � � � � � � � � � 署名代行者�
������� � � � � � � � � � � 私は、本人の意思を確認し署名代行いたしました｡�
������� � � � � � � � � � � 代行者住所� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
代行者氏名� �� ������������������������ � � � � � � � � � 印�
本人との関係� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � 事業所名
� � � � � � � � � � � � � � 事業所住所
� � � � � � � � � � � � � � 代表者名� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � 印�
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喀痰吸引等業務（特定行為業務）実施状況報告書（記載例）�
�

氏

名� ○○� ○○�

対 要 介 護 認 定 状 況�
象
障 害 支 援 区 分�
者�

基
住
所�
本
情
事 業 所 名 称�
報� 事
業 担 当 者 氏 名�
所�
管 理 責 任 者 氏 名�

生 年 月 日 � ○年〇月〇日�

要支援（� １� ２� ）� � 要介護（� １� ２� ３� ４� ５� ）�
区分１� � 区分２� � 区分３� � 区分４� � 区分５� � 区分６�
○○○○○�
○○○○○
○○○○○
○○○○○

第Ⅱ 章

担 当 看 護 職 員 氏 名� ○○○○○�
�

�

実

施

期

○年� � 月� � 日� ～� � ○年� � 月� �� 日�

間�

参考例

�
実
施
日� �
（ 実 施 日 に ○ ）� �
�
�

参

実

考
例

業 喀
務
実 痰
施
結 吸
果�

施

行

為

�

管

2�

3�

4�

5�

6�

7

8�

9� 10� 11� 12� 13� 14

15� 16� 17� 18� 19� 20� 21
22� 23� 24� 25� 26� 27� 28
29� 30� 31

（経管栄養）� 平成� � ��� 年� � 月�

�
�
�
�

1� � 2� � 3� � 4� � 5� � 6� � 7
8� � 9�

10� 11� 12� 13�

14

15� 16� 17� 18� 19�

20� 21

22 23 24

27� 28

25

26

29� 30� 31

実施結果�

特記すべき事項�

口腔内の喀痰吸引�

特に問題なく安全に吸引できた。�

�

鼻腔内の喀痰吸引�

なし�

�

特に問題なく安全に吸引できた。�

痰が固く、家族の加湿器調整で
対応。�

胃ろう又は腸ろうに
よる経管栄養�

特に問題なく安全に注入できた。�

ツインライン �����。�

経鼻経管栄養�

なし�

�

気管カニューレ内部
引� の喀痰吸引�
経

1�

喀 痰 吸 引 等 を 必 要 と す る 重 度 障 害 児・ 者 等 の 障 害 及 び 支 援 に 関 す る
講義緊急時の対応及び危険防止に関する講義

（喀痰吸引）� 平成� � ��� 年� � 月�

第Ⅲ 章

栄
養�

喀痰吸引等に関する演習

�
上記のとおり、喀痰吸引等の業務実施結果について報告いたします。�
� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � ��
�
○年９月○日� � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 事業者名� ○○○○○�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 責任者名� ○○○○○� 印
○�
� 〇○○○診療所� ○○○○○医師� 殿�
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業務方法書（在宅系サービス事業所の場合の記載例）
事業所名：○○居宅介護事業所�
１� 連携体制
喀痰吸引等を安全に実施するために、利用者の主治医等・連携する訪問看護ステーションの看護師、
介護職員、介護支援専門員または相談支援専門員等との連携・協働を十分に図るものとする。
（概要
は「連絡体制・連携体制表」のとおり）
２� 役割分担
①管理者� ○○� ○○の役割
・各職員が情報交換・情報共有できる連携体制を構築する。特に、利用者の健康状態等に関する情報
共有の体制や、各職員の責任分担を明確化、夜間や緊急時の連携体制の構築を行う。
・介護職員が喀痰吸引等を行うことについての、利用者・家族への説明を行うとともに、同意を取得
する。
示書の発行を依頼する。
・介護職員が作成する喀痰吸引等業務計画書や実施記録、喀痰吸引等業務実施状況報告書を確認する。

参考例

・利用者の主治医等に対して、介護職員が喀痰吸引等を行うことを許可するための喀痰吸引等医師指

喀痰吸引等業務実施状況報告書を、指示を行った利用者の主治医等に提出する。
・利用者の主治医等、連携する訪問看護ステーションの看護師等と協力のうえ、喀痰吸引等に関する

参

必要なその他の書類・記録を作成し、適切に管理・保管しておく。また、手順書も必要に応じて作

考

成し、内容を適宜更新する。

例

・非医療従事者である介護職員が喀痰吸引等を行うことについて、管理者は介護職員の希望等を確認
し、実施する介護職員からの十分な理解を得たうえで実施する。
・その他、全面的な体制整備に関する事項を統括する。
②利用者の主治医� ○○病院� ○○� ○○医師
・介護職員による喀痰吸引等の実施に関する指示を書面で発行する。
・連携する訪問看護ステーションの看護師に対して指導・助言を行う。
・介護職員が作成する喀痰吸引等業務計画書に対し、必要に応じて指導・助言を行うとともに、喀痰
吸引等業務実施状況報告書の提供を受ける。
・定期的に利用者の状態確認を行う。
・利用者の健康状態について、管理者、連携する訪問看護ステーションの看護師、介護職員等と情報
交換を行い、情報を共有する。利用者の状態に応じて介護職員の指導を行う。
・夜間や緊急時の連携について事業所と相談し、連絡体制を構築する。
③連携する訪問看護ステーション� ○○訪問看護ステーション（○○看護師）
・介護職員に対する手技の確認を行う。
・介護職員が作成する喀痰吸引等業務計画書に対し、指導・助言を行う。
・介護職員が作成する喀痰吸引等業務実施状況報告書を確認する。
・定期的に利用者の状態確認を行う。
・利用者の健康状態について、管理者、利用者の主治医等、介護職員等と情報交換を行い、情報を共
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有する。利用者の状態に応じて介護職員の指導・助言を行う。
・夜間や緊急時の連携について事業所と相談し、連絡体制を構築する
④介護職員� ○○� ○○
・利用者の状況について事前に家族・管理者・利用者の主治医等・連携する訪問看護ステーションの
看護師から説明を受けておく。
・利用者の主治医等または連携する訪問看護ステーションの看護師との連携の下に、喀痰吸引等業務
計画書を作成し、管理者承認のうえ、利用者の主治医等及び連携する訪問看護ステーションの看護
師と共有する。また、必要に応じて、内容等の検証や見直しを行う。
・喀痰吸引等は、連携する訪問看護ステーションの看護師等の指導・助言を受け実施する。

第Ⅱ 章

・喀痰吸引等の実施後は、実施記録を作成し、管理者に報告を行う。
・喀痰吸引等業務実施状況報告書を作成し、管理者及び連携する訪問看護ステーションの看護職員の
確認を得る。

喀 痰 吸 引 等 を 必 要 と す る 重 度 障 害 児・ 者 等 の 障 害 及 び 支 援 に 関 す る
講義緊急時の対応及び危険防止に関する講義

３� 安全体制

参考例

①介護職員が喀痰吸引等を安全に行うために、管理者、利用者の主治医等、連携する訪問看護ステー
ションの看護師、介護職員、介護支援専門員または相談支援専門員等をメンバーとする「安全委員
会」を設置し、事業所内の喀痰吸引等の実施体制の整備に努めるものとする。
安全委員会は、以下の業務を担当する。
・喀痰吸引等業務の実施計画や実施状況の管理

参

・OJT 研修の企画、実施

考

・個別のケースを基にした、ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積、分析

例

・備品及び衛生管理に関すること
②喀痰吸引等の実施に際し、備えおく備品とその使用目的及び備品管理は備品一覧表のとおり。
③感染予防及び感染症発生時の対応については「○○○○」（例「○○居宅介護事業所感染症マニュ
アル」
）のとおり。
④介護職員等に対する技術の確認・向上のための OJT 研修を実施する。�
�対象者�� 喀痰吸引等を実施する介護福祉士、認定特定行為業務従事者�
（研修内容）・医療的ケアの技術の維持・向上のための研修�
・事例検討� � �
・緊急時の対応� � �

第Ⅲ 章

４� 秘密保持
管理者は職員に対して、雇用締約締結時に「○○○○」
（例「個人情報取扱に関する誓約書」
）を提
出させ、業務を通じて知りえた情報の秘密保持についての取扱を確認する。

喀痰吸引等に関する演習

５� 具体的な手順
①利用者等への説明及び同意
管理者は、介護職員が喀痰吸引等を実施するときは、あらかじめ利用者もしくは家族に文書及び口
頭で説明を行い、説明書兼喀痰吸引等業務の提供に係る同意書により、同意を得るものとする。なお、
利用者の状況等の変化に応じ、喀痰吸引等の手法などに変更が必要な場合は、再度の説明、同意を得
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ること。
②利用者の主治医等への指示書発行依頼
管理者は、利用者の主治医等に対して、連携する訪問看護ステーションの看護師等の指導・助言の
下、介護職員が喀痰吸引等を行うための喀痰吸引等医師指示書の発行を依頼するものとする。
③利用者の主治医等の文書による指示
利用者の主治医等は、介護職員による喀痰吸引等の実施に際し、管理者からの依頼により、利用者
の希望、心身の状況を踏まえ、介護職員による喀痰吸引等の実施の可否を判断し、喀痰吸引等医師指
示書を作成するものとする。
④喀痰吸引等業務計画書作成
介護職員は、個々の対象者の希望、心身の状況、利用者の主治医等の指示をふまえて、利用者の主
治医等または連携する訪問看護ステーションの看護師との連携の下に、個別具体的な喀痰吸引等業務
計画書を作成するものとする。
喀痰吸引等業務計画書については、管理者承認のうえ、利用者の主治医等及び連携する訪問看護ス
テーションの看護師と共有するとともに、利用者及び家族に対しても説明・同意を得て、提供する。

うものとする。
⑤喀痰吸引等の実施

参考例

作成された喀痰吸引等業務計画書は、利用者の心身の状況の変化に応じて、訪問看護ステーション
の看護師と連携して内容等の検証や見直しを行い、必要に応じて、主治医の指示に基づき、変更を行

介護職員は、喀痰吸引等医師指示書、喀痰吸引等業務計画書を事前に確認のうえ、連携する訪問看
護ステーションの看護師等の指導・連携の下、手順書に従い、喀痰吸引等を実施するものとする。

参

⑥利用者の主治医等又は連携する訪問看護ステーションの看護師等による利用者の状態の確認

考

する。
利用者の状態に応じ、利用者の主治医等又は連携する訪問看護ステーションの看護師等は、介護職
員の指導・助言を行う。
⑦報告
介護職員は、喀痰吸引等を実施した日、実施内容、実施結果等について、喀痰吸引等業務実施状況
報告書に記載し、管理者及び連携する訪問看護ステーションの看護師の確認を得た上で、指示を行っ
た利用者の主治医等に対し提出するものとする。
６� 急変時の連絡手順�
介護職員は、利用者の状態の急変等に際しては、管理者、利用者の主治医等及び連携する訪問看護
ステーションの看護師等に至急連絡をとり、指示の下、対応を図るものとする。具体的な対応方法及
び緊急連絡先は、「○○○○」（例「喀痰吸引等に関する緊急時対応マニュアル」）のとおり。
７� 文書の管理
喀痰吸引等医師指示書、喀痰吸引等業務計画書、喀痰吸引等業務実施状況報告書、説明書兼喀痰吸
引等業務の提供に係る同意書等の書類については、一定期間保存するものとする。
出典）東京都�福祉保健局�障害者施策推進部�地域生活支援課�資料を一部改変�
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例

利用者の主治医等又は連携する訪問看護ステーションの看護師等は、定期的に利用者の状態を確認

同意

利用者・家族
への説明

【家

族】

【利用者】
○○○○○○

喀痰吸引等の実施

指導・助言

【利用者の主治医】
○○○○○病院
○○○○○○医師

記 載 例

定期的な
状態確認
定期的な
状態確認

連携・情報共有を図る

（２）上記の表は、在宅の事業所において
介護職員等がたんの吸引等を行う場合を想
定した流れの１例です。
作成の際は、実際の業務の流れに沿った

（１）関係機関の名称、関係者の氏名及び
役職名等を 記載してください。

◆連絡体制・連携体制表作成のポイント◆

・技術指導など
・業務計画書に対する
指導・助言
・実施状況報告書の
確認

【提携する訪問看護ステーション】
○○○○訪問看護ステーション

・指示書
・業務計画書に対する
指導・助言

・業務計画書の共有
・実施状況報告書
の共有

【介護職員（認定特定行為業務従事者）】
○○○○○○

実施状況
報告書の
確認

※事業所での役職名も記載してください。

【管 理 者】
○○責任者 ○○○○○○

・指示書発行依頼
・業務計画書の共有
・実施状況の報告
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喀痰吸引等に関する演習

出典）東京都 福祉保健局 障害者施策推進部 地域生活支援課 資料を一部改変

【地域の保健所・消防機関等】
○○○○○消防署
○○○○○保健所

※構成メンバーの例
・利用者の主治医 ○○○○○
・訪問看護ステーション看護師
○○○○○
・管理者
○○○○○
・介護職員
○○○○○
・介護支援専門員 ○○○○○

【安全委員会】

例

】 連絡体制・連携体制表（在宅）

第Ⅱ 章

考

230

重度障害児・者等の地域生活等に関する講義

参

【○○○○○○事業所
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参考例
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業務方法書（施設系サービス事業所の場合の記載例）
事業所名：障害者支援施設○○○○
１� 連携体制
喀痰吸引等を安全に実施するために、配置医・看護職員・介護職員等が連携・協働するものとする。
（概要は「連絡体制・連携体制表」のとおり）
２� 役割分担
①施設長○○� ○○の役割
・各職員が情報交換・情報共有できる連携体制を構築する。特に、利用者の健康状態等に関する情報
共有の体制や、各職員の責任分担を明確化、夜間や緊急時の職種間連携体制の構築を行う。
・介護職員が喀痰吸引等を行うことについての、利用者・家族への説明を行うとともに、同意を取得
する。
・配置医に対して、介護職員が喀痰吸引等を行うことを許可するための喀痰吸引等医師指示書の発行

参考例

を依頼する。
・介護職員が作成する喀痰吸引等業務実施状況報告書を確認し、指示を行った配置医に提出する。
・非医療従事者である介護職員が喀痰吸引等を行うことについて、介護職員の希望等を確認し、実施
する介護職員からの十分な理解を得たうえで実施する。

参

・その他、全面的な体制整備に関する事項を統括する。

考

②配置医○○� ○○医師の役割

例

・看護職員、介護職員に対して、介護職員による喀痰吸引等の実施に関する指示を書面で発行する。
・看護職員に対して指導・助言を行う。
・介護職員が作成する喀痰吸引等業務計画書に対し、必要に応じて指導・助言を行うとともに、喀痰
吸引等業務実施状況報告書の提供を受ける。
・定期的に利用者の状態確認を行う。
・利用者の健康状態について、施設長、看護職員、介護職員等と情報交換を行い、情報を共有する。
利用者の状態に応じて介護職員の指導を行う。
・夜間や緊急時の連携について施設長と相談し、連絡体制を構築する。
③看護職員○○看護師の役割
・介護職員に対する施設内での研修、手技の確認などを行う。
・介護職員が作成する喀痰吸引等業務計画書に対し、指導・助言を行う。
・介護職員が作成する実施記録や喀痰吸引等業務実施状況報告書を確認する。
・そのほか喀痰吸引等に関する衛生管理等の必要な書類・記録を作成し、適切に管理・保管しておく。
また、手順書も必要に応じて作成し、内容を適宜更新する。
・定期的に利用者の状態確認を行う。
・利用者の健康状態について、施設長、配置医、介護職員等と情報交換を行い、情報を共有する。利
用者の状態に応じて介護職員の指導・助言を行う。
④介護職員○○� ○○、○○� ○○、○○� ○○の役割
・利用者の状況について事前に看護職員等から説明を受けておく。
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・配置医または看護職員との連携の下に、喀痰吸引等業務計画書を作成し、施設長承認のうえ、配置
医及び看護職員と共有する。また、必要に応じて、内容等の検証や見直しを行う。
・喀痰吸引等は、看護職員の指導・助言を受け実施する。
・喀痰吸引等の実施後は、実施記録を作成し、看護職員に報告を行う。
・喀痰吸引等業務実施状況報告書を作成し、施設長及び看護職員の確認を得る。
３� 安全体制
①介護職員が喀痰吸引等を安全に行うために、施設長、配置医、看護職員、介護職員等をメンバーと
する「安全委員会」を設置し、施設内の喀痰吸引等の実施体制の整備に努めるものとする。
安全委員会は、以下の業務を担当する。
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・喀痰吸引等業務の実施計画や実施状況の管理
・OJT 研修の企画、実施
・個別のケースを基にした、ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積、分析

喀 痰 吸 引 等 を 必 要 と す る 重 度 障 害 児・ 者 等 の 障 害 及 び 支 援 に 関 す る
講義緊急時の対応及び危険防止に関する講義

・備品及び衛生管理に関すること
②喀痰吸引等の実施に際し、備えおく備品とその使用目的及び衛生管理は備品一覧表のとおり。

参考例

③感染予防及び感染症発生時の対応については「○○○○」（例「障害者支援施設○○○○感染症マ
ニュアル」
）のとおり。
④介護職員に対する技術の確認・向上のための OJT 研修を実施する。�
�対象者�� 喀痰吸引等を実施する介護福祉士、認定特定行為業務従事者�

参

（研修内容）・医療的ケアの技術の維持・向上のための研修�

考

・事例検討� � �

例

・緊急時の対応� � �
４� 秘密保持
施設長は職員に対して、雇用締約締結時に「○○○○」
（例「個人情報取扱に関する誓約書」
）を提
出させ、業務を通じて知りえた情報の秘密保持についての取扱を確認する。
５� 具体的な手順
①利用者等への説明及び同意
施設長は、介護職員が喀痰吸引等を実施するときは、あらかじめ利用者もしくは家族に文書及び口
頭で説明を行い、説明書兼喀痰吸引等業務の提供に係る同意書により、同意を得るものとする。なお、

第Ⅲ 章

利用者の状況等の変化に応じ、喀痰吸引等の手法などに変更が必要な場合は、再度の説明、同意を得
ること。
②配置医への指示書発行依頼

喀痰吸引等に関する演習

施設長は、配置医に対して、看護職員の指導・助言の下、介護職員が喀痰吸引等を行うための喀痰
吸引等医師指示書の発行を依頼するものとする。
③配置医の文書による指示
配置医は、介護職員による喀痰吸引等の実施に際し、施設長からの依頼により、利用者の希望、心
身の状況を踏まえ、介護職員による喀痰吸引等の実施の可否を判断し、喀痰吸引等医師指示書を作成
するものとする。
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④喀痰吸引等業務計画書作成
介護職員は、個々の対象者の希望、心身の状況、配置医の指示をふまえて、配置医または看護職員
との連携の下に、個別具体的な喀痰吸引等業務計画書を作成するものとする。
喀痰吸引等業務計画書については、施設長承認のうえ、配置医及び看護職員と共有するとともに、
利用者及び家族に対しても説明・同意を得て、提供する。
作成された喀痰吸引等業務計画書は、利用者の心身の状況の変化に応じて、看護職員と連携して内
容等の検証や見直しを行い、必要に応じて、配置医の指示に基づき、変更を行うものとする。
⑤喀痰吸引等の実施
介護職員は、喀痰吸引等医師指示書、喀痰吸引等業務計画書を事前に確認のうえ、看護職員の指導・
連携の下、手順書に従い、喀痰吸引等を実施するものとする。
⑥配置医又は看護職員による利用者の状態の確認
配置医又は看護職員は定期的に利用者の状態を確認する。
利用者の状態に応じ、配置医又は看護職員は介護職員の指導・助言を行う。
⑦報告
介護職員は、喀痰吸引等を実施した日、実施内容、実施結果等について、喀痰吸引等業務実施状況
する。

参考例

報告書に記載し、施設長及び看護職員の確認を得た上で、指示を行った配置医に対し提出するものと

６� 急変時の連絡手順�
参

介護職員は、利用者の状態の急変等に際しては、施設長、配置医及び看護職員に至急連絡をとり、
指示の下、対応を図るものとする。具体的な対応方法及び緊急連絡先は、
「○○○○」
（例「喀痰吸引

考

等に関する緊急時対応マニュアル」
）のとおり。

例

７� 文書の管理
喀痰吸引等医師指示書、喀痰吸引等業務計画書、喀痰吸引等業務実施状況報告書、説明書兼喀痰吸
引等業務の提供に係る同意書等の書類については、一定期間保存するものとする。

出典）東京都 福祉保健局 障害者施策推進部 地域生活支援課 資料を一部改変
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考

情報共有

同意

・研修、技術指導など
・業務計画書に対する指導・助言
・実施状況報告書の確認

【看護職員】
○○○看護師

利用者・家族へ
の説明

【家

族】

【利用者】
○○○○○○

喀痰吸引等の実施

【介護職員（認定特定行為業務従事者）】
○○○○○○

実施状況の報告

実施状況の報告

定期的な
状態確認

【配置医】
○○○医師

情報共有

【利用者の主治医】
○○○○○病院
○○○医師

（２）上記の表は、在宅の事業所において
介護職員等がたんの吸引等を行う場合を想
定した流れの１例です。
作成の際は、実際の業務の流れに沿った

（１）関係機関の名称、関係者の氏名及び
役職名等を 記載してください。

◆連絡体制・連携体制表作成のポイント◆

定期的な
状態確認

【安全委員会】
※構成メンバーの例
・施設長
○○○○○
・配置医
○○○医師
・看護職員
○○○看護師
・介護職員
○○○○○

・指示書発行依頼
・業務計画書の共有
・実施状況の報告

・指示書
・業務計画書に対する指導・助言

喀 痰 吸 引 等 を 必 要 と す る 重 度 障 害 児・ 者 等 の 障 害 及 び 支 援 に 関 す る
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出典）東京都 福祉保健局 障害者施策推進部 地域生活支援課 資料を一部改変

記 載 例

【地域の保健所・
消防機関等】
○○○消防署
○○○保健所

【施設長（管理者）】
○○○○○○

実施状況の報告
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参

【施設名称○○○○○○】 連絡体制・連携体制表（施設）
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３－ 8. 喀痰吸引等研修テキスト第三号研修 （特定の者対象）
評価票 ・ 評価判定基準
〇評価票 1 ： 口腔内の喀痰吸引 （通常手順）
〇評価票 2 ： 口腔内の喀痰吸引
（人工呼吸器装着者：口鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法）
〇評価票 3 ： 鼻腔内の喀痰吸引通常手順）
〇評価票 4 ： 鼻腔内の喀痰吸引 （人工呼吸器装着者 ： 口鼻マス
クまたは鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法）
〇評価票 5 ： 気管カニューレ内部の喀痰吸引 （通常手順）
〇評価票 6 ： 気管カニューレ内部の喀痰吸引
（人工呼吸器装着者 ： 侵襲的人工呼吸療法）
（滴下型の液体栄養剤）

参考例

〇評価票 7 ： 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
〇評価票 8 ： 胃ろうによる経管栄養 （半固形栄養剤）

考
例

〇評価判定基準

参

〇評価票 9 ： 経鼻経管栄養 （滴下型の液体栄養剤）

実際に評価票を使用する際は、 各対象者の個別性に適合させるよう、
適宜変更 ・ 修正して使用して下さい。
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巻末資料
評価票 1 ： 口腔内の喀痰吸引（通常手順）
) (
) (
) (
) (
)
回数 (
回目 回目 回目 回目 回目
月日 ／
／
／
／
／

実施手順
STEP4：
実施準備

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

参考例

13
14

STEP5：
実施
15

参
考

16

例

17
18
19
20
21
22
23
24

STEP6：
25
報告
STEP7：
片付け

26
27

STEP8：
28
記録

194

時間
評価項目
評価の視点
流水と石けんで、手洗いをする。
・外から細菌等を持ち込まない。
医師の指示書を確認する。
対象者本人・家族もしくは記録にて、体調 ・ここまでは、ケアの前に済ませておく。
を確認する。
吸引の必要性を説明し、対象者の同意を ・｢痰がゴロゴロ言っているので吸引してもよろし
得る。
いでしょうか」などと説明し、同意を得たか。
・環境の調整及び効果的に喀痰を吸引できる体
吸引の環境、対象者の姿勢を整える。
位か。
・喀痰の貯留、出血、腫れ、乾燥などのチェック
口の周囲、口腔内を観察する。
をしたか。
流水と石けんで手洗い、あるいは速乾性
・吸引前の手洗いを行っているか。
擦式手指消毒剤で手洗いをする。
使い捨て手袋をする。場合によってはセッ
―
シを持つ。
吸引カテーテルを不潔にならないように ・衛生的に、器具の取扱いができているか。
取り出し、吸引器に連結した接続管に接 ・吸引カテーテルの先端をあちこちにぶつけてい
続する。
ないか。
吸引器のスイッチを入れる。
―
決められた吸引圧になっていることを確 ・吸引圧は20キロパスカル以下に設定されてい
認する。
るか。
（乾燥法の場合)吸引カテーテルと接続管
の内腔を洗浄水等で洗い流す。
（薬液 浸漬 法の場 合)吸引カテーテルの
外側の薬液が残らないように、アルコー ・衛生的に、器具の取扱いができているか。
ル綿で先端に向かって拭き取り、吸引カ
テーテルと接続管の内腔を洗浄水等で洗
い流す。
吸引カテーテルの先端の水をよく切る。 ・よく水を切ったか。
吸引開始の声かけをする。
・必ず声をかけて、本人から同意を得る。
・静かに挿入し、適切な吸引時間で喀痰を吸引
適切な長さまで挿入し、適切な吸引時間
できたか。
で口腔内を吸引する。
・適切な長さをこえて挿入していないか。
対象者に吸引が終わったことを告げ、喀 ・喀痰がとり切れていない場合はもう一回繰り
痰がとり切れたかを確認する。
返す必要性について確認しているか。
・外側に喀痰がついた吸引カテーテルをそのま
吸引カテーテルの外側をアルコール綿で
ま洗浄水等に入れて水を汚染していないか。
拭き取った後、吸引カテーテルと接続管
・接続管に喀痰が残っていないか。
の内腔を、洗浄水等で洗い流す。
・吸引カテーテル内に喀痰が残っていないか。
・吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだ
非利き手で、吸引器のスイッチを切る。
け早く消す。
（単回使用の場合)吸引カテーテルを接続
管からはずし、破棄する。
（乾燥法の場合、薬液浸漬法の場合)吸引 ・衛生的に操作できているか。
カテーテルを接続管からはずし、衛生的
に保管容器に戻す。
手袋をはずす。セッシを使用した場合は元
・衛生的に操作できているか。
に戻す。
対象者に吸引が終わったことを告げ、喀 ・吸引終了を告げ、喀痰がとり切れたかどうかを
痰がとり切れたかを確認する。
確認しているか。
体位や環境を整える。
・安楽な姿勢に整え、環境の調整を行ったか。
対象者の顔色、呼吸状態、吸引物の量や
性状等を観察する。
・苦痛を最小限に、吸引できたか。
（経鼻経管栄養を行っている場合、吸引後
・対象者の状態観察を行えているか。
の口腔内に栄養チューブが出ていないか
確認する。)
流水と石けんで、手洗いをする。
・ケア後の手洗いを行ったか。
指導看護師に対し、吸引物、吸引前後の ・吸引の開始時間、吸引物の性状・量、吸引前後
対象者の状態等を報告する。
の対象者の状態等を報告したか。
ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、あ ・ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、報告し
わせて報告する。
たか。
吸引びんの廃液量が70～80%になる前
・吸引びんの汚物は適宜捨てる。
に廃液を捨てる。
・洗浄水や消毒液は継ぎ足さず、セットごと取り
保管容器や洗浄水等を適宜交換する。
換えているか。
実施記録を書く。
ヒヤリ・ハットがあれば、業務の後に記録
―
する。

留意点
※特定の対象者における個別の留意点（良好な体位やＯＫサイン等）について、把握した上でケアを実施すること。
※実際に評価票を使用する際は、各対象者の個別性に適合させるよう、適宜変更・修正して使用すること。

236

評価

第Ⅰ 章
重度障害児・者等の地域生活等に関する講義

評価票 2 ： 口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者：口鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法)
) (
) (
) (
) (
)
回数 (
回目 回目 回目 回目 回目
月日 ／
／
／
／
／
時間

実施手順
STEP4：
実施準備

1
2
3
4
5

評価項目
流水と石けんで、手洗いをする。
医師の指示書を確認する。
対象者本人・家族もしくは記録にて、体調
を確認する。
吸引の必要性を説明し、対象者の同意を
得る。
吸引の環境、対象者の姿勢を整える。

6 口の周囲、口腔内を観察する。

8
9

11

12
13
14

STEP5： 15
実施
16
17
18
19
20
21
22

24

26

STEP6：
27
報告
STEP7：
片付け

28
29

STEP8：
30
記録

使い捨て手袋をする。場合によってはセッ
シを持つ。
・吸引前の手洗いを行っているか。
(手袋をする前に、必要に応じて、速乾性
擦式手指消毒剤で手洗いをする。）
吸引カテーテルを不潔にならないように取り ・衛生的に、器具の取扱いができているか。
出し、吸引器に連結した接続管に接続する。 ・吸引カテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか。
吸引器のスイッチを入れる。
―
決められた吸引圧になっていることを確 ・吸引圧は20キロパスカル以下に設定されてい
認する。
るか。
（乾燥法の場合）吸引カテーテルと接続管
の内腔を洗浄水等で洗い流す。
（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルの
外側の薬液が残らないように、アルコー ・衛生的に、器具の取扱いができているか。
ル綿で先端に向かって拭き取り、吸引カ
テーテルと接続管の内腔を洗浄水等で洗
い流す。
吸引カテーテルの先端の水をよく切る。 ・よく水を切ったか。
吸引開始の声かけをする。
・必ず声をかけて、本人から同意を得る。
口鼻マスクをはずす。
＊個人差があり、順番が前後することがある。
・静かに挿入し、適切な吸引時間で喀痰を吸引
適切な長さまで挿入し、適切な吸引時間
できたか。
で口腔内を吸引する。
・適切な長さをこえて挿入していないか。
対象者に吸引が終わったことを告げ、喀 ・喀痰がとり切れていない場合はもう一回繰り
痰がとり切れたかを確認する。
返す必要性について確認しているか。
・外側に喀痰がついた吸引カテーテルをそのま
吸引カテーテルの外側をアルコール綿で
ま洗浄水等に入れて水を汚染していないか。
拭き取った後、吸引カテーテルと接続管
・接続管に喀痰が残っていないか。
の内腔を、洗浄水等で洗い流す。
・吸引カテーテル内に喀痰が残っていないか。
・吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだ
非利き手で、吸引器のスイッチを切る。
け早く消す。
（単回使用の場合)吸引カテーテルを接続
管からはずし、破棄する。
（乾燥法の場合、薬液浸漬法の場合)吸引 ・衛生的に操作できているか。
カテーテルを接続管からはずし、衛生的
に保管容器に戻す。
手袋をはずす。セッシを使用した場合は元に戻
・衛生的に操作できているか。
す。
対象者に吸引が終わったことを告げ、喀 ・吸引終了を告げ、喀痰がとり切れたかどうかを
痰がとり切れたかを確認する。
確認しているか。
口鼻マスクを適切な位置にもどし、適切
＊個人差があり、順番が前後することがある。
な状態に固定（装着）する。
人工呼吸器が正常に作動していること、
・人工呼吸器の作動状態、マスクの装着状態を
口鼻マスクの装着がいつも通りであるこ
確認しているか。
とを確認する。
体位や環境を整える。
・安楽な姿勢に整え、環境の調整を行ったか。
対象者の顔色、呼吸状態、吸引物の量や性状等
・苦痛を最小限に、吸引できたか。
を観察する。
（経鼻経管栄養を行っている場合、吸引後の口腔 ・対象者の状態観察を行えているか。
内に栄養チューブが出ていないか確認する。）
流水と石けんで、手洗いをする。
・ケア後の手洗いを行ったか。
指導看護師に対し、吸引物、吸引前後の ・吸引の開始時間、吸引物の性状・量、吸引前後
対象者の状態等を報告する。
の対象者の状態等を報告したか。
ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、あ ・ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、報告し
わせて報告する。
たか。
吸引びんの廃液量が70～80%になる前
・吸引びんの汚物は適宜捨てる。
に廃液を捨てる。
・洗浄水や消毒液は継ぎ足さず、セットごと取り
保管容器や洗浄水等を適宜交換する。
換えているか。
実施記録を書く。
―
ヒヤリ・ハットがあれば、業務の後に記録する。

留意点
※特定の対象者における個別の留意点（良好な体位やＯＫサイン等）について、把握した上でケアを実施すること。
※実際に評価票を使用する際は、各対象者の個別性に適合させるよう、適宜変更・修正して使用すること。
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25

・｢痰がゴロゴロ言っているので吸引してもよろし
いでしょうか」などと説明し、同意を得たか。
・環境の調整及び効果的に喀痰を吸引できる体位か。
・喀痰の貯留、出血、腫れ、乾燥等のチェックを
したか。
・マスクを外しての観察となるため、呼吸状態に
十分な注意が必要。
・観察後のマスクの取り扱いに注意。

第Ⅲ 章

23

・ここまでは、ケアの前に済ませておく。

喀痰吸引等を必要とする重度障害
考者 等
例の 障 害 及 び 支 援 に 関 す る
考
例険 防 止 に参関児す・
講 義 緊 急 時 の 対参
応及
び危
る講義

10

評価

第Ⅱ 章

7

評価の視点
・外から細菌等を持ち込まない。

195

巻末資料
評価票 3 ： 鼻腔内の喀痰吸引（通常手順）
) (
) (
) (
) (
)
回数 (
回目 回目 回目 回目 回目
月日 ／
／
／
／
／

実施手順
STEP4：
実施準備

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

参考例

13
14

STEP5：
15
実施

参

16

考
例

17
18
19
20
21
22
23
24

STEP6：
25
報告
STEP7：
片付け

26
27

STEP8：
28
記録

196

時間
評価項目
評価の視点
流水と石けんで、手洗いをする。
・外から細菌等を持ち込まない。
医師の指示書を確認する。
対象者本人・家族もしくは記録にて、体調 ・ここまでは、ケアの前に済ませておく。
を確認する。
吸引の必要性を説明し、対象者の同意を ・｢痰がゴロゴロ言っているので吸引してもよろし
得る。
いでしょうか」などと説明し、同意を得たか。
・環境の調整及び効果的に喀痰を吸引できる体
吸引の環境、対象者の姿勢を整える。
位か。
鼻の周囲、鼻腔内を観察する。
・喀痰の貯留、出血等のチェックをしたか。
流水と石けんで手洗い、あるいは速乾性
・吸引前の手洗いを行っているか。
擦式手指消毒剤で手洗いをする。
使い捨て手袋をする。場合によってはセッ
―
シを持つ。
吸引カテーテルを不潔にならないように ・衛生的に、器具の取扱いができているか。
取り出し、吸引器に連結した接続管に接 ・吸引カテーテルの先端をあちこちにぶつけてい
続する。
ないか。
吸引器のスイッチを入れる。
―
決められた吸引圧になっていることを確 ・吸引圧は20キロパスカル以下に設定されてい
認する。
るか。
（乾燥法の場合)吸引カテーテルと接続管
の内腔を洗浄水等で洗い流す。
（薬液 浸漬 法の場 合)吸引カテーテルの
外側の薬液が残らないように、アルコー ・衛生的に、器具の取扱いができているか。
ル綿で先端に向かって拭き取り、吸引カ
テーテルと接続管の内腔を洗浄水等で洗
い流す。
吸引カテーテルの先端の水をよく切る。 ・よく水を切ったか。
吸引開始の声かけをする。
・必ず声をかけて、本人から同意を得る。
・静かに挿入し、適切な吸引時間で喀痰を吸引
適切な長さまで挿入し、適切な吸引時間
できたか。
で鼻腔内を吸引する。
・適切な長さをこえて挿入していないか。
対象者に吸引が終わったことを告げ、喀 ・喀痰がとり切れていない場合はもう一回繰り
痰がとり切れたかを確認する。
返す必要性について確認しているか。
・外側に喀痰がついた吸引カテーテルをそのま
吸引カテーテルの外側をアルコール綿で
ま洗浄水等に入れて水を汚染していないか。
拭き取った後、吸引カテーテルと接続管
・接続管に喀痰が残っていないか。
の内腔を、洗浄水等で洗い流す。
・吸引カテーテル内に喀痰が残っていないか。
・吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだ
非利き手で、吸引器のスイッチを切る。
け早く消す。
（単回使用の場合)吸引カテーテルを接続
管からはずし、破棄する。
（乾燥法の場合、薬液浸漬法の場合)吸引 ・衛生的に操作できているか。
カテーテルを接続管からはずし、衛生的
に保管容器に戻す。
手袋をはずす。セッシを使用した場合は元
・衛生的に操作できているか。
に戻す。
対象者に吸引が終わったことを告げ、喀 ・吸引終了を告げ、喀痰がとり切れたかどうかを
痰がとり切れたかを確認する。
確認しているか。
体位や環境を整える。
・安楽な姿勢に整え、環境の調整を行ったか。
対象者の顔色、呼吸状態、吸引物の量や
性状等を観察する。
・苦痛を最小限に、吸引できたか。
（経鼻経管栄養を行っている場合、吸引後
・対象者の状態観察を行えているか。
の口腔内に栄養チューブが出ていないか
確認する。）
流水と石けんで、手洗いをする。
・ケア後の手洗いを行ったか。
指導看護師に対し、吸引物、吸引前後の ・吸引の開始時間、吸引物の性状・量、吸引前後
対象者の状態等を報告する。
の対象者の状態等を報告したか。
ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、あ ・ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、報告し
たか。
わせて報告する。
吸引びんの廃液量が70～80%になる前
・吸引びんの汚物は適宜捨てる。
に廃液を捨てる。
・洗浄水や消毒液は継ぎ足さず、セットごと取り
保管容器や洗浄水等を適宜交換する。
換えているか。
実施記録を書く。
ヒヤリ・ハットがあれば、業務の後に記録
―
する。

留意点
※特定の対象者における個別の留意点（良好な体位やＯＫサイン等）について、把握した上でケアを実施すること。
※実際に評価票を使用する際は、各対象者の個別性に適合させるよう、適宜変更・修正して使用すること。
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評価票 4 ： 鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者：口鼻マスクまたは鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法)
) (
) (
) (
) (
)
回数 (
回目 回目 回目 回目 回目
月日 ／
／
／
／
／
時間

実施手順
STEP4：
実施準備

1
2
3
4
5

評価項目
流水と石けんで、手洗いをする。
医師の指示書を確認する。
対象者本人・家族もしくは記録にて、体調
を確認する。
吸引の必要性を説明し、対象者の同意を
得る。
吸引の環境、対象者の姿勢を整える。

6 鼻の周囲、鼻腔内を観察する。

使い捨て手袋をする。場合によってはセッ
7 シを持つ。
（手袋をする前に、必要に応じて、速乾性 ・吸引前の手洗いを行っているか。
擦式手指消毒剤で手洗いをする。）
吸引カテーテルを不潔にならないように取 ・衛生的に、器具の取扱いができているか。
8 り出し、吸引器に連結した接続管に接続 ・吸引カテーテルの先端をあちこちにぶつけてい
する。
ないか。
9 吸引器のスイッチを入れる。
―
・吸引圧は20キロパスカル以下に設定されてい
10 決められた吸引圧になっていることを確
認する。
るか。
（乾燥法の場合）吸引カテーテルと接続管
の内腔を洗浄水等で洗い流す。
（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルの外
11 側の薬液が残らないように、アルコール綿 ・衛生的に、器具の取扱いができているか。
で先端に向かって拭き取り、吸引カテーテ
ルと接続管の内腔を洗浄水等で洗い流す。
12 吸引カテーテルの先端の水をよく切る。 ・よく水を切ったか。
13 吸引開始の声かけをする。
・必ず声をかけて、本人から同意を得る。
14 口鼻マスクまたは鼻マスクをはずす。
＊個人差があり、順番が前後することがある。
・静かに挿入し、適切な吸引時間で喀痰を吸引
適切な長さまで挿入し、適切な吸引時間
15 で鼻腔内を吸引する。
できたか。
・適切な長さをこえて挿入していないか。
対象者に吸引が終わったことを告げ、喀 ・喀痰がとり切れていない場合はもう一回繰り
16 痰がとり切れたかを確認する。
返す必要性について確認しているか。
・外側に喀痰がついた吸引カテーテルをそのま
吸引カテーテルの外側をアルコール綿で
17 拭き取った後、吸引カテーテルと接続管 ま洗浄水等に入れて水を汚染していないか。
・接続管に喀痰が残っていないか。
の内腔を、洗浄水等で洗い流す。
・吸引カテーテル内に喀痰が残っていないか。
・吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだ
18 非利き手で、吸引器のスイッチを切る。
け早く消す。
（単回使用の場合）吸引カテーテルを接続
管からはずし、破棄する。
19 （乾燥法の場合、薬液浸漬法の場合）吸 ・衛生的に操作できているか。
引カテーテルを接続管からはずし、衛生
的に保管容器にもどす。
セッシを使用した場合は元 ・衛生的に操作できているか。
20 手袋をはずす。
に戻す。
喀 ・吸引終了を告げ、喀痰がとり切れたかどうかを
21 対象者に吸引が終わったことを告げ、
痰がとり切れたかどうかを確認する。
確認しているか。
22 口鼻マスクまたは鼻マスクを適切な位置
＊個人差があり、
順番が前後することがある。
にもどし、適切な状態に固定（装着）する。
人工呼吸器が正常に作動していること、
23 口鼻マスクまたは鼻マスクの装着がいつ ・人工呼吸器の作動状態、マスクの装着状態を
確認しているか。
も通りであることを確認する。
24 体位や環境を整える。
・安楽な姿勢に整え、環境の調整を行ったか。
対象者の顔色、呼吸状態、吸引物の量や性状
・苦痛を最小限に、吸引できたか。
25 等を観察する。
（経鼻経管栄養を行っている場合、吸引後の口 ・対象者の状態観察を行えているか。
腔内に栄養チューブが出ていないかの確認）
26 流水と石けんで、手洗いをする。
・ケア後の手洗いを行ったか。
指導看護師に対し、吸引物、吸引前後の ・吸引の開始時間、吸引物の性状・量、吸引前後
の対象者の状態等を報告したか。
27 対象者の状態等を報告する。
ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、あ ・ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、報告し
わせて報告する。
たか。
吸引びんの廃液量が70～80%になる前
28
・吸引びんの汚物は適宜捨てる。
に廃液を捨てる。
セットごと取り
29 保管容器や洗浄水等を適宜交換する。 ・洗浄水や消毒液は継ぎ足さず、
換えているか。
30 実施記録を書く。
―
ヒヤリ・ハットがあれば、業務の後に記録する。

留意点
※特定の対象者における個別の留意点（良好な体位やＯＫサイン等）について、把握した上でケアを実施すること。
※実際に評価票を使用する際は、各対象者の個別性に適合させるよう、適宜変更・修正して使用すること。
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STEP8：
記録

・｢痰がゴロゴロ言っているので吸引してもよろし
いでしょうか」などと説明し、同意を得たか。
・環境の調整及び効果的に喀痰を吸引できる体位か。
・喀痰の貯留、出血等のチェックをしたか。
・マスクを外しての観察となるため、呼吸状態に
十分な注意が必要。
・観察後のマスクの取り扱いに注意。

第Ⅲ 章

STEP7：
片付け

・ここまでは、ケアの前に済ませておく。

喀 痰 吸 引 等 を 必参
要と
る重度障害
参児 ・
考者 等
例の 障 害 及 び 支 援 に 関 す る
考す例
講義緊急時の対応及び危険防止に関する講義

STEP6：
報告

評価

第Ⅱ 章

STEP5：
実施

評価の視点
・外から細菌等を持ち込まない。
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評価票 5 ： 気管カニューレ内部の喀痰吸引（通常手順）
) (
) (
) (
) (
)
回数 (
回目 回目 回目 回目 回目
月日 ／
／
／
／
／

実施手順
STEP4：
実施準備

1
2
3
4
5
6
7

時間
評価項目
評価の視点
流水と石けんで、手洗いをする。
・外から細菌等を持ち込まない。
医師の指示書を確認する。
対象者本人・家族もしくは記録にて、体調
を確認する。
・ここまでは、ケアの前に済ませておく。
気管カニューレに人工鼻が付いている場
合、はずしておく。
吸引の必要性を説明し、対象者の同意を ・｢痰がゴロゴロ言っているので吸引してもよろし
得る。
いでしょうか」などと説明し、同意を得たか。
・環境の調整及び効果的に喀痰を吸引できる体
吸引の環境、対象者の姿勢を整える。
位か。
・気管カニューレ周囲の状態（喀痰の吹き出し、
気管カニューレの周囲、固定状態及び喀
皮膚の状態等）、固定のゆるみ、喀痰の貯留を
痰の貯留を示す呼吸音の有無を観察する。
示す呼吸音の有無などのチェックをしたか。

評価

流水と石けんで手洗い、あるいは速乾性
・吸引前の手洗いを行っているか。
擦式手指消毒剤で手洗いをする。
使い捨て手袋をする。場合によってはセッ
9
―
シを持つ。
吸引カテーテルを不潔にならないように ・衛生的に、器具の取扱いができているか。
10 取り出し、吸引器に連結した接続管に接 ・吸引カテーテルの先端をあちこちにぶつけてい
続する。
ないか。
・先端から約10㎝のところを、手袋をした手（ま
11 吸引器のスイッチを入れる。
たはセッシ）で持つ。
決められた吸引圧になっていることを確 ・吸引圧は20キロパスカル以下に設定されてい
12
認する。
るか。
（乾燥法の場合）吸引カテーテルと接続管
の内腔を洗浄水等で洗い流す。
（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルの外
・衛生的に、器具の取扱いができているか。
13
側の薬液が残らないように、アルコール綿
で先端に向かって拭き取り、吸引カテーテ
ルと接続管の内腔を洗浄水等で洗い流す。
吸引カテーテルの先端の水をよく切った
14 後、吸引カテーテルの外側を、アルコール ・よく水を切ったか。
綿で先端に向かって拭き取る。
15 吸引開始の声かけをする。
・必ず声をかけて、本人から同意を得る。
・静かに挿入し、適切な吸引時間で喀痰を吸引
適切な長さまで挿入し、適切な吸引時間 できたか。
16
で気管カニューレ内部を吸引する。
・吸引カテーテルは気管ニューレの先端を越えて
いないか。
対象者に吸引が終わったことを告げ、喀 ・喀痰がとり切れていない場合はもう一回繰り
17
痰がとり切れたかを確認する。
返す必要性について確認しているか。
・外側に喀痰がついた吸引カテーテルをそのま
吸引カテーテルの外側をアルコール綿で
ま洗浄水等に入れて水を汚染していないか。
18 拭き取った後、吸引カテーテルと接続管
・接続管に喀痰が残っていないか。
の内腔を、洗浄水等で洗い流す。
・吸引カテーテル内に喀痰が残っていないか。
・吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだ
19 非利き手で、吸引器のスイッチを切る。
け早く消す。
（単回使用の場合）吸引カテーテルを接続
管からはずし、破棄する。
20 （乾燥法の場合、薬液浸漬法の場合）吸 ・衛生的に操作できているか。
引カテーテルを接続管からはずし、衛生
的に保管容器に戻す。
手袋をはずす。セッシを使用した場合は元
21
・衛生的に操作できているか。
に戻す。
対象者に吸引が終わったことを告げ、喀 ・吸引終了を告げ、喀痰がとり切れたかどうかを
22
痰がとり切れたかを確認する。
確認しているか。
23 体位や環境を整える。
・安楽な姿勢に整え、環境の調整を行ったか。
・苦痛を最小限に、吸引できたか。
対象者の顔色、呼吸状態、吸引物の量や
・対象者の状態観察を行えているか。
24 性状、気管カニューレ周囲や固定状況等
・気管カニューレ周囲の状態（喀痰の吹き出し、皮
を観察する。
膚の状態等）、固定のゆるみ等のチェックをしたか。
25 流水と石けんで、手洗いをする。
・ケア後の手洗いを行ったか。
指導看護師に対し、吸引物、吸引前後の ・吸引の開始時間、吸引物の性状・量、吸引前後
対象者の状態等を報告する。
の対象者の状態等を報告したか。
26
ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、あ ・ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、報告し
わせて報告する。
たか。
吸引びんの廃液量が70～80%になる前
27
・吸引びんの汚物は適宜捨てる。
に廃液を捨てる。
・洗浄水や消毒液は継ぎ足さず、セットごと取り
28 保管容器や洗浄水等を適宜交換する。
換えているか。
実施記録を書く。
29
―
ヒヤリ・ハットがあれば、業務の後に記録する。
8

参考例
参

STEP5：
実施

考
例
STEP6：
報告
STEP7：
片付け
STEP8：
記録

198

留意点
※特定の対象者における個別の留意点（良好な体位やＯＫサイン等）について、把握した上でケアを実施すること。
※実際に評価票を使用する際は、各対象者の個別性に適合させるよう、適宜変更・修正して使用すること。
※サイドチューブ付き気管カニューレの場合、気管カニューレ内吸引の前後でサイドチューブからも吸引することが、肺炎予防の上で望ましい。
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評価票 6 ： 気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者：侵襲的人工呼吸療法）
) (
) (
) (
) (
)
回数 (
回目 回目 回目 回目 回目
月日 ／
／
／
／
／
時間

実施手順
STEP4：
実施準備

評価項目

1 流水と石けんで、手洗いをする。
2 医師の指示書を確認する。

対象者本人・家族もしくは記録にて、体調を確

3 認する。

気管カニューレに固定ヒモが結んである場合はほ

評価の視点

・外から細菌等を持ち込まない。

評価

・ここまでは、ケアの前に済ませておく。

4 どいておき、少しコネクターを緩めておいても良い。

・｢痰がゴロゴロ言っているので吸引してもよろしいで
5 吸引の必要性を説明し、対象者の同意を得る。
しょうか」などと説明し、同意を得たか。

6 吸引の環境、対象者の姿勢を整える。
7

気管カニューレの周囲、固定状態及び 喀 痰の
貯留を示す呼吸音の有無を観察する。
流水と石けんで手洗い、あるいは速乾性擦式手

・環境の調整及び効果的に喀痰を吸引できる体位か。
・気管カニューレ周囲の状態（喀痰の吹き出し、皮膚の
状態等）、固定のゆるみ、喀痰の貯留を示す呼吸音の
有無などのチェックをしたか。

吸引カテーテルを不潔にならないように取り出 ・衛生的に、器具の取扱いができているか。
・吸引カテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか。
・先端から約10 ㎝のところを、手袋をした手（または
吸引器のスイッチを入れる。
セッシ）で持つ。
決められた吸引圧になっていることを確認する。 ・吸引圧は20キロパスカル以下に設定されているか。
（乾燥法の場合）吸引カテーテルと接続管の内
腔を洗浄水等で洗い流す。
（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルの外側の
・衛生的に、器具の取扱いができているか。
薬液が残らないように、アルコール綿で先端に
向かって拭き取り、吸引カテーテルと接続管の
内腔を洗浄水等で洗い流す。
吸引カテーテルの先端の水をよく切った後、吸
引カテーテルの外側を、アルコール綿で先端に ・よく水を切ったか。
向かって拭き取る。
吸引開始の声かけをする。
・必ず声をかけて、本人から同意を得る。
・呼吸器から肺に空気が送り込まれたことを確認後に、
非利き手でフレキシブルチューブ先端のコネクターを、
そっとはずせているか。
人工呼吸器から空気が送り込まれ、胸が盛り
・気管カニューレをひっぱって痛みを与えていないか。
上がるのを確認後、フレキシブルチューブのコネ
・はずしたコネクターをきれいなタオル等の上に置いて
クターを気管カニューレからはずし、きれいなタ
いるか。
オル等の上に置く。
・コネクターをはずした時、フレキシブルチューブ内にた
まった水滴を気管カニューレ内に落とし込んでいない
か。

第Ⅱ 章

・吸引前の手洗いを行っているか。
8 指消毒剤で手洗いをする。
使い捨て手袋をする。
場合によってはセッシを持つ。
―
9

10 し、吸引器に連結した接続管に接続する。
11
12

14
15

16

STEP5：
実施

適切な長さまで挿入し、適切な吸引時間で気管 ・静かに挿入し、適切な吸引時間で喀痰を吸引できたか。
・吸引カテーテルは気管ニューレの先端を越えていないか。

17 カニューレ内部を吸引する。

19
20
21
22
23
24
25
26

28

STEP6：
29
報告
STEP7： 30
片付け
31
STEP8：
32
記録

実施記録を書く。
ヒヤリ・ハットがあれば、業務の後に記録する。

喀痰吸引等に関する演習

27
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吸引を終了したら、すぐに、フレキシブルチュー
・フレキシブルチューブ内に水滴が付いている場合、気
ブ先端のコネクターを気管カニューレに接続し、
管カニューレ内に落ちないよう、水滴を払ってから接続
しているか。
況や状態を確認する。
対象者に吸引が終わったことを告げ、喀痰がと ・喀痰がとり切れていない場合はもう一回繰り返す必
り切れたかを確認する。
要性について確認しているか。
・外側に喀痰がついた吸引カテーテルをそのまま洗浄
吸引カテーテルの外側をアルコール 綿で拭き
水等に入れて水を汚染していないか。
取った後、吸引カテーテルと接続管の内腔を、
・接続管に喀痰が残っていないか。
洗浄水等で洗い流す。
・吸引カテーテル内に喀痰が残っていないか。
・吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く
非利き手で、吸引器のスイッチを切る。
消す。
（単回使用の場合）吸引カテーテルを接続管か
らはずし、破棄する。
（乾 燥 法の場 合、薬液 浸 漬 法の場 合）吸引カ ・衛生的に操作できているか。
テーテルを接続管からはずし、衛生的に保管容
器に戻す。
手袋をはずす。セッシを使用した場合は元に戻す。 ・衛生的に操作できているか。
対象者に吸引が終わったことを告げ、喀痰がと ・吸引終了を告げ、喀痰がとり切れたかどうかを確認し
り切れたかを確認する。
ているか。
人工呼吸器が正常に作動していること、気道内
・人工呼吸器の不具合はないか。
圧、酸素飽和度などを確認する。
体位や環境を整える。
・安楽な姿勢に整え、環境の調整を行ったか。
・苦痛を最小限に、吸引できたか。
対象者の顔色、呼吸状態、吸引物の量や性状、・対象者の状態観察を行えているか。
気管カニューレ周囲や固定状況等を観察する。 ・気管カニューレ周囲の状態（喀痰の吹き出し、皮膚の
状態等）、固定のゆるみ等のチェックをしたか。
流水と石けんで、手洗いをする。
・ケア後の手洗いを行ったか。
指導看護師に対し、吸引物、吸引前後の対象者
・吸引の開始時間、吸引物の性状・量、吸引前後の対
の状態等を報告する。
象者の状態等を報告したか。
ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、あわせ
・ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、報告したか。
て報告する。
吸引びんの廃液量が70～80%になる前に廃液
・吸引びんの汚物は適宜捨てる。
を捨てる。
・洗浄水や消毒液は継ぎ足さず、セットごと取り換えて
保管容器や洗浄水等を適宜交換する。
いるか。

18 正しく接続できているか人工呼吸器の作動状

喀痰吸引等を必
要と
る重度障害
等の障害及び支援に関する
参児 ・
考 者例
参
考す例
講義緊急時の対応及び危険防止に関する講義

13

―

留意点
※特定の対象者における個別の留意点（良好な体位やＯＫサイン等）について、把握した上でケアを実施すること。
※実際に評価票を使用する際は、各対象者の個別性に適合させるよう、適宜変更・修正して使用すること。
※サイドチューブ付き気管カニューレの場合、気管カニューレ内吸引の前後でサイドチューブからも吸引することが、肺炎予防の上で望ましい。
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評価票 7 ： 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下型の液体栄養剤）
) (
) (
) (
) (
)
回数 (
回目 回目 回目 回目 回目
月日 ／
／
／
／
／
時間

実施手順
STEP4：
実施準備

1
2
3
4

評価項目
流水と石けんで、手洗いをする。
医師の指示書を確認する。
対象者本人・家族もしくは記録にて、体調
を確認する。
対象者本人から注入の依頼を受ける。あ
るいは、対象者の意思を確認する。

評価の視点
・外から細菌等を持ち込まない。
・ここまでは、ケアの前に済ませておく。
・対象者の同意はあるか。意思を尊重しているか。
・声をかけているか。

5 必要物品、栄養剤を用意する。

・必要な物品が揃っているか。
・衛生的に保管されていたか。
・栄養剤の内容と量は指示通りか。
・栄養剤の温度は適当か。

6 体位を調整する。

・対象者が望む安楽で安全な体位に調整してい
るか。

注入内容を確認し、クレンメを閉めてから
栄養剤を注入用ボトルに入れ、注入用ボ
7 トルを高いところにかける。
・クレンメを閉めているか。
滴下筒に半分くらい満たし、滴下が確認
できるようにする。
クレンメを緩め、経管栄養セットのライン
8 の先端まで栄養剤を流して空気を抜き、ク ・栄養剤を無駄にせず確実に空気を抜いたか。
レンメを閉める。

参考例

胃ろうチューブの破損や抜けがないか、固
・いじることなく、胃ろうチューブと胃ろう周囲を
9 定の位置を目視で観察する。
目視で観察しているか。
胃ろう周囲の観察を行う。

STEP5：
実施

10

注入用ボトルを所定の位置につるし、胃 ・所定の位置もしくは胃から50cm程度の高さに
ろうチューブの先端と経管栄養セットの つるしているか。
ラインの先端を、アルコール綿などで拭い ・再度、胃ろうチューブであることを確認してから
てから接続する。
接続しているか。

参
考

注入を開始することを対象者に伝え、クレ
ンメをゆっくりと緩める。
11 滴下筒の滴下で注入速度を調整して、決 ・決められた滴下速度に調整できているか。
められた滴下速度で滴下する。
注入開始時刻を記録する。

例

・栄養剤が胃ろう周辺や接続部位から漏れてい
ないか。
・以下の内容を確認しているか。
▶対象者の表情は苦しそうではないか。
滴下中に、対象者に異常がないか、確認
12
▶下痢、嘔吐、頻脈、発汗、顔面紅潮、めまいな
する。
どはないか。
▶意識の変化はないか。
▶息切れはないか。
▶急激な滴下や滴下の停止はないか。
滴下が終了したらクレンメを閉じ、経管栄
・決められた量の白湯を使い、胃ろうチューブ内
養セットのラインをはずす。
13
の栄養剤をフラッシュできたか。
カテーテルチップ型シリンジに白湯を吸
・胃ろうチューブの栓を閉じているか。
い、胃ろうチューブ内に白湯を流す。
14

終了後しばらくは上体を挙上したまま、安
・安楽の確認をしたか。
楽な姿勢を保つ。

15

体位を整える。
必要時は、体位交換を再開する。

・安楽な体位であるか対象者に確認したか。
・嘔気・嘔吐等はないか、再度確認したか。

指導看護師に対し、対象者の状態等を報
・対象者の状態等を報告したか。
告する。
STEP6：
16
・ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、報告し
ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、あ
報告
たか。
わせて報告する。
・使用した器具（経管栄養セットやシリンジ）を
洗浄したか。
STEP7：
17 使用物品の後片付けを行う。
・割ったり壊したりしないように注意したか。
片付け
・食器と同じ取り扱いでよく洗浄したか。
実施記録を書く。
STEP8：
18 ヒヤリ・ハットがあれば、業務の後に記録
―
記録
する。

200

※対象者による評価ポイント（評価を行うに当たって対象者の意見の確認が特に必要な点）
・調理の仕方は適切か。流してみてチューブにつまらないか。
・注入の早さ、温度は対象者の好みであるか。
・注入中の体位が楽な姿勢か
留意点
※特定の対象者における個別の留意点（良好な体位やＯＫサイン等）について、把握した上でケアを実施すること。
※実際に評価票を使用する際は、各対象者の個別性に適合させるよう、適宜変更・修正して使用すること。
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評価票 8 ： 胃ろうによる経管栄養（半固形栄養剤）
) (
) (
) (
) (
)
回数 (
回目 回目 回目 回目 回目
月日 ／
／
／
／
／
時間

実施手順

評価項目
1 流水と石けんで、手洗いをする。

STEP4：
実施準備

2 医師の指示書を確認する。

評価の視点
・外から細菌等を持ち込まない。

3

対象者本人・家族もしくは記録にて、体調 ・ここまでは、ケアの前に済ませておく。
を確認する。

4

対象者本人から注入の依頼を受ける。あ ・対象者の同意はあるか。意思を尊重しているか。
るいは、対象者の意思を確認する。
・声をかけているか。

5

必要物品、栄養剤を用意する。
カテーテルチップ型シリンジを使う場合
は、半固形栄養剤をシリンジで吸い取っ
ておく。

・必要な物品が揃っているか。
・衛生的に保管されていたか。
・栄養剤の内容と量は指示通りか。
・栄養剤の温度は適当か。
・対象者が望む安楽で安全な体位に調整してい
るか。

第Ⅱ 章

6 体位を調整する。

評価

胃ろうチューブの破損や抜けがないか、固
・いじることなく、胃ろうチューブと胃ろう周囲を
7 定の位置を目視で観察する。
目視で観察しているか。
胃ろう周囲の観察を行う。

STEP5：
実施

胃ろうチューブの先端をアルコール綿など ・それぞれの栄養剤に適したアダプターや接続
で拭き、胃ろうチューブと半固形栄養剤の 用チューブ、加圧バッグ等が使用できているか。
バッグないし、半固形栄養剤を吸ったカ ・再度、胃ろうチューブであることを確認してから
テーテルチップ型シリンジをつなぐ。
接続しているか。

注入を開始することを対象者に伝え、半
固形 栄 養 剤のバッグないしカテーテル ・決められた速度で注入できるように加圧できて
9 チップ型シリンジの内筒を、適切な圧で いるか。
押しながら注入する。必要時は加圧バッ ・過剰に圧をかけて、接続部がはずれていないか。
グを使用する。

10

注入中に、対象者に、異常がないか、
確認する。

・半固形栄養剤が接続部位から漏れていないか。
・以下の内容を確認しているか。
▶対象者の表情は苦しそうではないか。
▶下痢、嘔吐、頻脈、発汗、顔面紅潮、めまい
などはないか。
▶意識の変化はないか。
▶息切れはないか。

注入が終了したら、カテーテルチップ型シ ・決められた量の白湯を使い、胃ろうチューブ内
11 リンジに白湯を吸い、胃ろうチューブ内に の栄養剤をフラッシュできたか。
白湯を流す。
・胃ろうチューブの栓を閉じているか。
12

終了後しばらくは上体を挙上したまま、安
・安楽の確認をしたか。
楽な姿勢を保つ。

13

体位を整える。
必要時は、体位交換を再開する。

・安楽な体位であるか対象者に確認したか。
・嘔気・嘔吐等はないか、再度確認したか。

指導看護師に対し、対象者の状態等を報
・対象者の状態等を報告したか。
告する。
STEP6：
14
・ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、報告し
ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、あ
報告
たか。
わせて報告する。
・使用した器具（経管栄養セットやシリンジ）を
洗浄したか。
・割ったり壊したりしないように注意したか。
・食器と同じ取り扱いでよく洗浄したか。

実施記録を書く。
STEP8：
16 ヒヤリ・ハットがあれば、業務の後に記録
記録
する。

第Ⅲ 章

STEP7：
15 使用物品の後片付けを行う。
片付け

喀痰吸引等を必
要と
る重度障害
等の障害及び支援に関する
参児 ・
考 者例
参
考す例
講義緊急時の対応及び危険防止に関する講義

8

―

喀痰吸引等に関する演習

※対象者による評価ポイント（評価を行うに当たって対象者の意見の確認が特に必要な点）
・調理の仕方は適切か。流してみてチューブにつまらないか。
・注入の早さ、温度は対象者の好みであるか。
・注入中の体位が楽な姿勢か
留意点
※特定の対象者における個別の留意点（良好な体位やＯＫサイン等）について、把握した上でケアを実施すること。
※実際に評価票を使用する際は、各対象者の個別性に適合させるよう、適宜変更・修正して使用すること。
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巻末資料
評価票 9 ： 経鼻経管栄養（滴下型の液体栄養剤）
) (
) (
) (
) (
)
回数 (
回目 回目 回目 回目 回目
月日 ／
／
／
／
／
時間

実施手順
STEP4：
実施準備

1
2
3
4

評価項目
流水と石けんで、手洗いをする。
医師の指示書を確認する。
対象者本人・家族もしくは記録にて、体調
を確認する。
対象者本人から注入の依頼を受ける。あ
るいは、対象者の意思を確認する。

評価の視点
・外から細菌等を持ち込まない。
・ここまでは、ケアの前に済ませておく。
・対象者の同意はあるか。意思を尊重しているか。
・声をかけているか。

5 必要物品、栄養剤を用意する。

・必要な物品が揃っているか。
・衛生的に保管されていたか。
・栄養剤の内容と量は指示通りか。
・栄養剤の温度は適当か。

6 体位を調整する。

・対象者が望む安楽で安全な体位に調整してい
るか。

注入内容を確認し、クレンメを閉めてから
栄養剤を注入用ボトルに入れ、注入用ボ
7 トルを高いところにかける。
・クレンメを閉めているか。
滴下筒に半分くらい満たし、滴下が確認
できるようにする。
クレンメを緩め、経管栄養セットのライン
8 の先端まで栄養剤を流して空気を抜き、ク ・栄養剤をムダにせず確実に空気を抜いたか。
レンメを閉める。

参考例

・破損、抜けがないか確認したか。
経鼻胃管の破損や抜けがないか、固定の ・鼻から挿入された経鼻胃管の鼻より外に出た
9 位置を観察する。口の中で経鼻胃管が巻 部位の長さに変わりがないか確認したか。
いてないか確認する。
・口腔内で経鼻胃管がとぐろを巻いていないか
確認したか。

参

STEP5：
注入用ボトルを所定の位置につるし、
10
実施
経鼻胃管と接続する。

・所定の位置、もしくは胃から50cm程度の高さ
につるしているか。
・再度、経鼻胃管であることを確認してから接続
しているか。

考

注入を開始することを対象者に伝え、クレ
ンメをゆっくりと緩める。
11 滴下筒の滴下で注入速度を調整して、決 ・決められた滴下速度に調整できているか。
められた滴下速度で滴下する。
注入開始時刻を記録する。

例

・栄養剤が接続部位から漏れていないか。
・以下の内容を確認しているか。
▶対象者の表情は苦しそうではないか。
▶下痢、嘔吐、頻脈、発汗、顔面紅潮、めまい
などはないか。
▶意識の変化はないか。
▶息切れはないか。
▶急激な滴下や滴下の停止はないか。

12

滴下中に、対象者に、異常がないか、
確認する。

13

滴下が終了したらクレンメを閉じ、経管栄
・決められた量の白湯を使い、経鼻胃管内の栄
養セットのラインをはずす。
養剤をフラッシュできたか。
カテーテルチップ型シリンジに白湯を吸
・経鼻胃管の栓を閉じているか。
い、経鼻胃管内に白湯を流す。

14

終了後しばらくは上体を挙上したまま、
安楽を保つ。

・安楽な体位であるか対象者に確認したか。
・嘔気・嘔吐等はないか、再度確認したか。

15

体位を整える。
必要時は、体位交換を再開する。

・安楽な体位であるか対象者に確認したか。
・嘔気・嘔吐等はないか、再度確認したか。

指導看護師に対し、対象者の状態等を報
・対象者の状態等を報告したか。
告する。
STEP6：
16
・ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、報告し
ヒヤリ・ハット、アクシデントがあれば、あ
報告
たか。
わせて報告する。
・使用した器具（経管栄養セットやシリンジ）を
洗浄したか。
STEP7：
17 使用物品の後片付けを行う。
・割ったり壊したりしないように注意したか。
片付け
・食器と同じ取り扱いでよく洗浄したか。
実施記録を書く。
STEP8：
18 ヒヤリ・ハットがあれば、業務の後に記録
―
記録
する。
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※対象者による評価ポイント（評価を行うに当たって対象者の意見の確認が特に必要な点）
・調理の仕方は適切か。流してみてチューブにつまらないか。
・注入の早さ、温度は対象者の好みであるか。
・注入中の体位が楽な姿勢か
留意点
※特定の対象者における個別の留意点（良好な体位やＯＫサイン等）について、把握した上でケアを実施すること。
※実際に評価票を使用する際は、各対象者の個別性に適合させるよう、適宜変更・修正して使用すること。
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喀 痰 吸 引 等 を 必 要 と す る 重 度 障 害 児・ 者 等 の 障 害 及 び 支 援 に 関 す る
講 義 緊 急参
時の
応及び危険
参防 止
考に 関
例する講義
考対例
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喀痰吸引等に関する演習
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<医療的ケアの血糖値測定などの処置に関して>
○ 教育庁都立学校教育部特別支援教育課, 医療的ケア「血糖値測定及びその後の処置」を実施する際の留意事項＜
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○ 島根県教育庁特別支援教育課，島根県立学校における医療的ケア実施体制ガイドライン，平成29（2017）年3月
https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/tokubetsu/keikakutou/ikeagaidorain.data/zenntai.pdf
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※以下の図表については , 下記文献を引用しているが , 出典を省略している。
記載方法は、 ページ番号を示し ( ) でページの上からのスライド枚数を示す。
例） 3 ページの上から 2 枚目は 「3(2)」 と示す。
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経学会社会活動委員会 北住映二 ・ 杉本健郎 編、 クリエイツかもがわ， 2015 年 9 月 （第 4 刷）
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