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・胃ろう 医療法人財団 老蘇会 静明館訪問看護ステーションまるやま 

所 長  松田洋子 

株式会社メディコン札幌営業所サージカル営業部   柴田一英 

・吸引  NPO法人 障害者自立生活センターIL-ism 理事長  花田貴博 

・人工呼吸器  

医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院 小児科医    土畠智幸 

北海道エア・ウォーター株式会社臨床工学技士    宮川仁志 
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１３：１５ 実技（Ａグループ：人工呼吸器 Ｂグループ：胃ろう Ｃグループ：吸引） 
 
１４：１５ 休憩 
 
１４：３０ 実技（Ａグループ：吸引 Ｂグループ：人工呼吸器 Ｃグループ：胃ろう） 
 
１５：３０ 休憩 
 
１５：４５ 講義６：医療的ケアに関するリスクマネジメント 
 
１６：３０ 終了 



講義１

　「障害者の生活と医療的ケアの必要性について」

講師　ＮＰＯ法人自立生活センター・ＩＬ－ｉｓｍ　花田貴博

１　障害者の生活と医療的ケア

障害者の中には、医療的ケアが必要な人がい

ます。医療的ケアが必要な人も地域で生活して

います。 地

域で生活する障害者は、医療的ケアをどう捉え

ているのか、明日の実技でも行う人工呼吸器使

用、痰吸引、胃ろうについてお話します。　　　　
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２　人工呼吸器と痰吸引

まず、人工呼吸器と痰吸引について話します。

筋ジストロフィー、SMA（神経性筋萎縮症）、

ALS（筋萎縮性側策硬化症）などの筋力が低下

する障害の人は、障害の進行によって呼吸の

筋力が低下して、人工呼吸器が必要になる場

合があります。　　　　　　

１　人工呼吸器と痰吸引

今から２０年以上前の人工呼吸器は、冷蔵庫

ほどの大きさがあり、人工呼吸器使用者は在宅

生活はできない状況でした。　　　　　　　　　その

後、小型化されたものの、当時、人工呼吸器は

病院で購入する形であったため、在宅する場合

は、病院の厚意に頼るか人工呼吸器を買うしか

ありませんでした。ちなみに価格は、２００万円

ほどします。
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１　人工呼吸器と痰吸引

　　そのような中でも人工呼吸器を自費で購入した

り、病院の理解を得て、人工呼吸器を借りたりし

てなんとか地域で暮らす人が出てきました。　　　

　当時の医療的ケアの提供者は家族やボランテ

ィアだったため、特に問題にはなりませんでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　人工呼吸器と痰吸引

　 １９９５年から人工呼吸器のレンタルが開始さ

れ、医療費の負担だけで自宅で使用できるように

なりました。また、障害者の自立生活運動もこの

頃から活発になってきました。そうした経過から

自立生活を始める人工呼吸器使用者も増え、痰

吸引を行う必要が出てきました。
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３ 胃ろう

　 胃ろうは、延命処置と捉える人がいるかもしれ

ません。しかし、障害当事者にとっては、口から

食べることができないから、それを胃ろうに替え

ただけに過ぎません。　　　　

胃ろうをすることで、口から食べれなくても生きて

いくことができます。障害当事者にとっては、それ

は特別なことではなく、日常のことです。

４ ＡＬＳについて

　 ＡＬＳ（筋委縮性側索硬化症）という障害があり

ます。障害の進行によって人工呼吸器と胃ろうが

必要になります。介助を受けて生活できるという

情報を知らない人は、家族に世話をかけたくない

と言って人工呼吸器の使用を拒否して命を落と

す人も多くいます。

5



４ ＡＬＳについて

　 情報を知っている人は、人工呼吸器と胃ろうを

使い、在宅生活をしている人もます。障害当事者

にとっては、人工呼吸器の使用や痰吸引、胃ろう

は、呼吸や三度の食事と同じ日常の行為です。

５ 医療的ケアの現状

　 保険や法整備が整っていないなかで、医療的

ケアを行っているのは、医療的ケアを日常的な行

為と捉える障害当事者や介護現場の感覚です。

そして医療的ケアが必要でも地域で生活する

障害当事者がいるという必然性が大きいと思い

ます。しかし、医療的ケアのリスクに対する補償

がないことは問題です。医療的ケアを受ける障害

当事者としてもしっかりとした補償を望みます。
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講義２

医療行為と医療的ケアの定義
及び現状と課題について

北翔大学人間福祉学部

梶　晴美

13

医業と医行為と医療行為

• 医業
　　　医師でなければ医業をなしてはならない（医師法第17条）
　　　「医行為」を反復継続する意思を持って行うこと（通知）

• 医行為
　　　医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ
　　　人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼす恐れのある行為
　　　（通知）

• 医療行為
　　　「医行為」は医療行為全てを指すものではない。
　　　自分自身の体に行う行為は医療行為に該当せず、　　
　　　家族は本人に準ずるとして家族に対する医療行　　　
　　　為は事実上容認されている。

14
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医療行為

医行為

医業

医業と医行為と医療行為

15

医行為ではないと考えられるもの
（H17.7.26.厚労省医政局長第0726005号通知）

１．状態が安定していれば、医行為ではないと
考えられるもの

　　①体温測定

　　　　（水銀体温計･電子体温計、耳式電子体温計）

　　②血圧測定　（自動血圧測定器）

　　③パスルオキシメーターの装着　（新生児以外）

　　④軽微な切り傷、擦り傷、やけど等の専門的な判　

　　　断や技術を必要としない処置

　　⑤軟膏塗布　（褥瘡処置を除く）、湿布の貼付、点眼薬の点

　　　眼、一包化された内用薬の内服　（舌下錠含む）、肛門か

　　　らの座薬挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴霧
16
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医行為ではないと考えられるもの
（H17.7.26.厚労省医政局長第0726005号通知）

２．医行為ではないと考えられるもの　
　　　爪切り・爪やすりがけ

　　　歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いた歯　　

　　　口腔粘膜、舌に付着している汚れの除去

　　　耳垢除去（耳垢塞栓を除く）

　　　ストマ内排泄物除去

　　　自己導尿の補助のためのカテーテル準備･体位

　　　保持

　　　市販のディスポ浣腸器での浣腸

17

医療的ケア

• 経管栄養・吸引などの日常生活に必要な医
療的な生活援助行為を、治療行為としての医
療行為とは区別して「医療的ケア」と呼ぶ

　（日本小児神経学会社会活動委員会/松石豊次郎・北住映二・杉本健郎
編著『医療的ケア研修テキスト―重症児者の教育・福祉・社会生活の援

助のために－』かもがわ出版、２００６）

18
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実質的違法性阻却論
・正当化されるための要件　（H15.4.15.看護師等によるＡＬＳ患者の在宅療養
　　　　　支援に関する分科会（第６回）資料『家族が行う「たんの吸引」に関する整理 』）
　

　 （１）目的の正当性
（２）手段の相当性
（３）法益衡量
（４）法益侵害の相対的軽微性
（５）必要性・緊急性

・非医療関係者の教員が医行為を実施する上で必要であると
　考えられる条件　　　　　　　　　　（H16.10.20.厚労省医政局長通知）
　 （１） 保護者及び主治医の同意
（２）　医療関係者による的確な医学管理
（３）　医行為の水準の確保
（４）　学校における体制整備
（５）　地域における体制整備 19

医療的ケアの現状－１

20
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医療的ケアの現状－２
札幌市の調査から（抜粋）

H22.10. 調査

必要とする医療的ケア
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痰の吸引の内訳

咽頭より奥ま
たは気管内

7%

鼻腔、口腔内
43%気管切開

50%

在宅酸素療法の内訳

記載なし
15%

夜間
12%

終日
73%

経管栄養の内訳

胃ろう
76%

記載なし
3%

経鼻腔経管
栄養
21%

気管切開による人工呼吸器補助の
内訳

記載なし
4%

夜間
21%

終日
75%

23

誰から医療的ケアを受けているか

ヘルパー
34
90%

支援員
2
5%

その他
2
5%

教諭
0
0%

誰が指導を行っているか

家族
36%

医療職
43%

その他
5%

本人
16%

非医療職から医療的ケアを受けたいか

23%

16%

13%

23%

25%

現在、希望して受けている

受けたくて依頼したが断られた

受けたいが依頼していない

受けたくない

記載なし

ヘルパー等からの医療的ケアに不安

ある
19%

ない
70%

NA
11%

24
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医療的ケアがあることで
困っていること

25

困っていること（自由記述）
　・外出が困難、短期入所も不安

　・家族がそばを離れられないので、行動が常に制限される

　・家族の拘束時間があまりにも多い、心身とも少しも休める時間がない

　・苦しい時に速やかな処置ができず、苦しい時間が長引く

　・緊急時に看護師がこない。病院で付き添いを付けたいが断られた。

　・日中活動の通所先に看護師がいない場合、拒否される。

　・夜間やっているヘルパー事業所が少ない。家事、移動、身体と時間が分
　　かれているため使いにくい。

　・検査や通院などの手配が困難である。

　・訪問看護の時間が最長4時間から1時間に激減したため、冠婚葬祭にも　
　　出席できない状態です。
　・日常看ている人が倒れたらどうなるのか。介護している側が病院のとき
　　はどうするのか。
　・夜間の見守りが一番大変だがいない。通所の場合、男性の介助者がい
　　ない。

　・緊急の付き添いが困難 26
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たんの吸引と経管栄養の制度化の動き

27

医療的ケアの課題

• 在宅で‥

• 学校で‥

• 外出先で‥

• 病院で‥

28
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おわりに

• 医行為にはグレーゾーンの行為がたくさんあ
る

• たんの吸引、経管栄養以外の医療行為の取
り扱い

• 現実に即した対応が必要

29

参考資料

• 「第6回看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会資料」H15年4
月15日

• 「ALS患者の在宅療養の支援について」医政発第071700号、平成15年7月17日
• 「盲・聾･養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」医政発第1020008
号、平成16年10月20日

• 「在宅におけるALS以外の療養患者･障害者に対するたんの吸引の取扱いにつ
いて」医政発第0324006号、平成17年3月24日

• 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈
について」医政発第0726005号、平成17年7月26日

• 「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」医政発０４０１
第17号、平成22年4月1日

• 日本小児神経学会社会活動委員会/松石豊次郎・北住映二・杉本健郎編著『医
療的ケア研修テキスト―重症児者の教育・福祉・社会生活の援助のために－』
かもがわ出版、2006年

• 『全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会）資料』社会・援護局障害保健福祉
部、平成23年1月21日
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講義３
医療的ケアに関係する器官及び
その効果について（消化器）

医療法人財団老蘇会静明館診療所

矢崎一雄

通常の摂食が出来ない場合の栄養方法

• 消化管を利用する方法(経腸栄養法）
• 　　経鼻経管　チューブの先端：食道、胃、空腸
• 　　経皮経食道胃管
• 　　胃瘻　チューブの先端：胃、空腸
• 　　空腸瘻
• 完全静脈栄養法（IVH)
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胃瘻の歴史

• 1833年　外傷性胃瘻についての詳細報告
• 1846年　動物における胃瘻造設術式報告
• 1849年　初めての人間胃瘻造設術（失敗）
• 1870年　Staton LL 小児で胃瘻造設成功
• 1875年　Sidney Jones 成人で胃瘻造設
• 1891年　Wilzel法報告（一時的胃瘻）
• 1894年　Stamm法報告（永久胃瘻）

内視鏡的胃瘻造設術（PEG)の開発

• 1978年　Sacks BA & GlotzerDJ：経皮放射線的胃瘻造
設術

• 1979年　M.W.L.Gauderer & J.L.Ponsky:Pull法による
経皮内視鏡的胃瘻造設術(PEG)施行

• 1983年　Sacks & Vine:ガイドワイヤを用いるpush法
PEGを開発

• 1983年　門田、上野らintroducer法PEGを開発

17



胃瘻が適応となる場合

• 嚥下・摂食障害：咀嚼・嚥下の障害される
神経筋疾患、頭部・顔面外傷による摂食
困難、喉咽頭・食道・噴門狭窄、食道穿孔、
自発的に摂食できない状態

• 繰り返す誤嚥性肺炎
• 炎症性腸疾患（クローン病等）
• 減圧用胃瘻（幽門狭窄等）

経皮内視鏡的胃瘻の禁忌(1)

• 通常の内視鏡検査が出来ない
• 内視鏡が通過不可能な咽頭・食道狭窄
• 胃前壁が腹壁に近接出来ない
• 補正できない出血傾向
• 消化管閉塞

18



経皮内視鏡的胃瘻造設の禁忌(2)

• 大量の胸水貯留
• 極度の肥満
• 著明な肝腫大
• 胃の腫瘍性病変、急性粘膜病変
• 出血傾向
• 横隔膜ヘルニア
• 出血傾向
• 妊娠
• 門脈圧亢進
• 胃手術既往

PEGで使われるカテーテル

• バンパー型とバルーン型
• ボタン式とチューブ式
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胃瘻から注入される栄養の種類

• 天然素材による流動食
• 半消化態栄養剤（エンシュア、ラコール）
• 消化態栄養剤（ツインライン）
• 成分栄養剤（エレンタール）
• 病態別特殊経腸栄養剤：糖代謝異常用、
呼吸不全用、腎不全用等

• 液体か半固形か

胃瘻からの食物投与方法

• 持続注入法：70～100mL/hrで注入。重篤な患者
に対する早期経腸栄養、腸瘻等

• 間欠的注入法：400～600mLを２、３時間で。一
日３回。一般的に用いられる

• 短時間注入法：半固形栄養剤やミキサー食300
～600mLを15分程度でシリンジや加圧バッグを
用いて注入。最も生理的だが、胃内で滑らずに
蠕動運動に乗るための粘度が必要。
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胃瘻の日常的管理

• バンパー型：カテーテルの回転（毎日）
• バルーン型：バルーンの水交換（1~2週に
一度）

• 瘻孔部の清潔保持
• ボトル、栄養点滴セット、接続チューブの洗
浄

• 注入栄養剤の管理

胃瘻栄養の際よく見られる合併症

• 下痢
• 逆流、嘔吐これにともなう誤嚥性肺炎
• 便秘
• 瘻孔部からの漏れ、皮膚炎
• 瘻孔部肉芽形成
• カテーテル閉塞
• 事故抜去、自己抜去
• 逆流防止機構の破綻による逆流
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比較的まれな合併症

• バンパー埋没症候群
• バルーン型チューブによる幽門閉塞、十二
指腸内注入

• 瘻孔感染
• 交換時誤挿入
• 胃瘻チューブによる胃潰瘍、出血

代謝系合併症

• 脱水
• 水分過剰
• 電解質異常
• 微量元素欠乏
• VK欠乏
• 高血糖
• 低血糖
• 必須脂肪酸欠乏
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講義 4.  呼吸器系
医療的ケアに関係する器官及びその効果について

2011年2月19日
障害児・者の医療的ケアに関する実務研修会

手稲渓仁会病院小児NIVセンター
土畠智幸

本日の内容

前半
1. 呼吸とは
2. 呼吸障害： 酸素化障害と換気不全
3. 咳のメカニズム

後半
「医療的ケア研修テキスト」付属CD-ROMより
「第2章　呼吸管理　呼吸障害」
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1. 呼吸とは

①換気　＝　肺全体で行う

外界から空気 (酸素) を吸って、空気 (二酸化炭素) 
を吐き出す

② ガス交換 （酸素化）　＝　肺胞で行う

肺胞に吸い込んだ空気の中から、酸素を肺の毛細血
管へ運ぶ。全身の細胞から戻ってきた二酸化炭素を、
肺の毛細血管から肺胞へ運ぶ

① 換気　＝　肺全体で行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　在宅酸素療法.com
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②ガス交換（酸素化） ＝肺胞で行う

　　　　　　フリー百科事典　ウィキペディア

2. 呼吸障害

「呼吸障害」が意味するもの

呼吸苦

呼吸促迫 (陥没呼吸、シーソー呼吸)
SpO2 (酸素飽和度) の低下
pCO2 (二酸化炭素) の上昇
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①換気不全　＝　換気の障害

在宅酸素療法.com

②酸素化障害＝ガス交換の障害

　　　　　　フリー百科事典　ウィキペディア
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換気不全の原因

レベル　　　　　　　　　　　　　　　 代表的疾患
大脳：　　　　 脳性麻痺／低酸素性脳症、大脳形成不全

　　　　　　　　 代謝性脳症、脳梗塞
呼吸中枢： 先天性中枢性低換気症候群、脳腫瘍

　　　　　　　　　 肥満低換気、薬物
脊髄：　　　　 脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症

ポリオ、脊髄損傷
末梢神経：　 ニューロパチー
神経筋接合部：　 重症筋無力症
筋肉：　　　　 筋ジストロフィー、ミオパチー、ポンペ病
肺実質：　　 肺低形成
胸郭：　　　 側弯、胸郭変形
気道：　　　 上気道閉塞、喘息、気管狭窄

呼吸障害の所見

①換気不全

努力呼吸、陥没呼吸、シーソー呼吸

SpO2の低下　
pCO2の上昇
( 呼気／経皮炭酸ガスモニター )
②酸素化障害　

多呼吸、チアノーゼ

SpO2の低下
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SpO2 ／ pCO2 の正常範囲

SpO2
95～100%   正常 ・・・ 誤差が大きい

94%≧　低酸素血症
90%≧　許容できない低酸素血症

pCO2
動脈／呼気／経皮　　35～45 mmHg
静脈　上記＋ 6 mmHg

呼吸障害の治療

①換気不全

肺に空気を入れてあげる

原因の治療： 内服、吸入、ステント

換気補助： 人工呼吸器 ( NIV・気管切開 )

②酸素化障害

酸素を投与するしかない

HOT ( 在宅酸素療法 )
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3. 咳のメカニズム

メカニズム 使うもの

1. 大きく息を吸う 吸息筋 (横隔膜など)　
2. 息を止める 声門

3. 強く息を吐く 呼息筋 (腹部の筋肉)
4. 喉を狭くする 喉頭の機能

Q： 気管内吸引はどこを補助していますか？

気管内吸引の効果

A. 気管内吸引は、咳自体を補助しているわけで
はない！

気管内吸引の効果

1. 中枢気道（気管・左右の主気管支）にある痰を
除去する

2. 咳を誘発する

※気管内吸引では、末梢にある痰を全て除去す
ることはできない
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カフアシスト®

1. 大きく息を吸う
2. 息を止める
3. 強く息を吐く
4. 喉を狭くする
⇒ 1,2,3を補助する

肺のストレッチ

⇒呼吸リハビリテーション

後半

　後半部分では、株式会社ク
リエイツかもがわの許諾を得
て、「医療的ケア研修テキスト
－重症児者の教育・福祉、社
会生活の援助のために」付属
CD-ROMのうち、豊田市こど
も発達センター小児神経科三
浦清邦先生作成 「第2章　呼
吸管理　呼吸障害」の内容を
説明致します。
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講義５
医療的ケアの提供にあたっての

留意事項
【胃瘻について】

２０１１年２月２０日（日）

静明館訪問看護ステーションまるやま

松田　洋子

今日のお話の内容

• １、胃瘻とは
• ２、胃瘻カテーテルの種類
• ３、胃瘻ケア
• ４、栄養剤の注入方法
• ５、薬剤の注入方法
• ６、トラブル時の対処方法
• ７、口腔ケア
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１　胃瘻とは

• 口から安全にかつ十分な食事摂取が困難な場合に、
内視鏡を使ってお腹から胃に通じる穴をあけ、ここに
カテーテルを通して、栄養剤やお薬を注入する経管
栄養法です。

・胃瘻はカテーテルの蓋をあけて、胃の中にたまったガ
ス等を出す事も出来ます

・胃瘻を使う必要がなくなった場合は抜く事も出来ます。
　カテーテルを抜いた後の穴は約1日で自然にふさがり
ます

２　胃瘻カテーテルの種類

１、カテーテルの種類

　＜チューブ型＞長いカテーテル

　　　カテーテルの先についている蓋を開け、こ

　　　こに直接栄養剤を注入するルートを接続　

　　　する

　＜ボタン型＞短いカテーテル

　　　栄養剤を注入する時は。蓋を開け、接続管を

　　　付けてから、栄養剤を注入するルートを接続

　　　する

　　　胃瘻を使わない時は、目立たず、動作の　

　　　邪魔になりにくい。
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２、胃の中に入っている部分の構造

　＜バンパー型＞

　　　ドーム状やバスケット状になっている

　　　バルーン型に比べると自然に抜ける可能

　　　性は少ない

　＜バルーン型＞

　　　胃の中でカテーテルの先にあるバルーンを　

　　　膨らませて固定する。バルーンの中には固定水

　　　（蒸留水）が入っている。固定水は定期的（1～2　
　　　週間に1回）確認する

３　胃瘻のケア

　１、胃瘻周囲のケア

　＜日常のケア＞

　　・手術後一週間は消毒をするが、その後は問

　　　題がなければ消毒の必要はない

　　・胃瘻は胃に通じている穴なので、多少の粘

　　　液が出ますが基本的には問題がありません

　　・胃瘻の周囲についた粘液や皮膚の汚れは毎　

　　　日、洗ったり、拭く等をして清潔を保ちましょう
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　・胃瘻の周囲の皮膚はぬるま湯と石鹸で丁寧に洗
　

　　いましょう

　・胃瘻からの液漏れがなければガーゼを当てなくて
　

　　もかまわない

　・ガーゼを使用する場合はなるべく薄く小さいもの　

　　を使い、毎日交換する。ティッシュこよりがお勧め

　　です

　・皮膚にただれ、赤み、出血、腫れ、痛み等のトラブ

　　ルがないか観察しましょう

＜入浴・シャワーについて＞

　入浴やシャワーは胃瘻の周囲の皮膚を清潔に保つ
のに、とてもよい方法です。

　・入浴・シャワーは普通に行えます

　　胃瘻部を保護する等の特別な処置は必要

　　ありません。又、お腹に水やバイ菌が入る事　

　　はありません

　・入浴やシャワーの時は蓋を閉じましょう

　・石鹸を泡立てて、胃瘻周囲の皮膚をやさしく丁寧に
洗い、シャワーで流します。
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　・入浴やシャワーの後は、乾いたタオルで水　

　　気を拭きとり、自然乾燥させます。

　　この時、ドライヤーは使用しないでください。

　　皮膚を傷めたり、カテーテルが破損する事　

　　があります。

　・入浴やシャワーの後も、胃瘻周囲の消毒は

　　必要ありません

２、カテーテルのケア

＜日常のケア＞

　・カテーテルによる同じ部分の圧迫を避けるため、カ
テーテルの向きは、毎日少しずつまわし、皮膚とス
トッパーが接触する位置をずらしましょう

　・バルーンカテーテル型の場合は固定水（蒸留水）
を1～2週間に一回確認しましょう
　・カテーテルは引っ張られたり、抜けたりしないよう
にテープや腹帯等で固定しましょう

　・テープで固定する場合は皮膚に貼る位置を毎回変
えましょう

35



＜カテーテルの交換期間＞

　・カテーテルは栄養剤や薬の注入などにより劣化す
るため、交換が必要です

　・個人差はあるが、バンパー型であれば4カ月、バルー
ン型は1カ月で交換するのが推奨されています
　　しかし，トラブルがなければ、実際にはバンパー型

　　は4～6カ月、バルーン型は1～3カ月で交換してい
　　る事が多い

　・安全や衛生面を考え、医師と相談し、定期的に交
換するとようでしょう

＜チューブ式カテーテルの汚れ・つまり防止＞

※酢水による汚れ防止
①栄養剤や薬の注入が終了した後（一日1～2回）行
　　　いましょう
②カテーテルの栄養剤を注入する口から、水で薄め

　　　た酢水（酢：水=1：10）を5ml注入します
③注入後、カテーテルの蓋を閉めてカテーテル内に　

　　　酢水を満たしておきます

※クリーニングブラシを使って汚れをとる

　　①カテ―テル内にクリーニングブラシを入れます

　　②カテ―テルの根元までブラシを入れカテーテルを　

　　　指でしごきながら徐々にブラシを抜いていきす（ク

　　　リーニングブラシは、20ｆｒ以上の太さのカテーテル
　　　にご使用ください）
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４　栄養剤の注入方法

１、必要物品を準備します
　　・栄養剤（粉末タイプ、液状タイプ）　　
　　・イリゲーター（栄養剤を入れる容器）
　　・ボタン型の場合は専用の接続チューブ
　　・ルート（栄養セット）
　　　チャンバー（栄養剤の滴下を見るところ）、クレンメ
　
　　　（栄養剤の注入速度を調整するところ）が付いて
　　　いる
　　・カテーテル用注射器（ぬるま湯を注入する時に使
　　　います）
　　・ぬるま湯

２、注入方法
　①栄養剤は食品なので、食事の準備をする時と同じ
　　　です。準備の前に手を洗いましょう
　②栄養剤の準備をします
　　・栄養剤が粉末の場合は、必要量のぬるま湯で溶
　
　　　かします
　　・液体タイプの場合は常温のまま使用してもかまい
　　　ません。
　　・栄養剤は必要な量だけを作り、多量に作り置きは
　　　しない。作った栄養剤は冷蔵庫で保管し、8時間　
　　　以内に使用しましよう。
　　・開封していない栄養剤は直射日光の当たらない
場所に冷所保管して下さい
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③イリゲーターを準備します
・イリゲーターとルート（栄養セット）を接続します
注入中に外れないようにしっかりと接続します

　　（最初から付いているものもあります）
　 ・ルートのクレンメが閉まっているか確認します

④体位を整えます
　・嘔吐を防ぐために座位又はベット上の場合は45～

60度ベットを上げ、上半身を起こします（褥瘡があ
る方、又はその心配がある方は、30度か90度にし

　　ましょう）
　・ベットを上げた時、身体が下にずれ落ちたり、横に
傾いたりしないように体位を整えましょう

　⑤栄養剤をイリゲーターに入れます
　⑥ルートに栄養剤を満たします
　　・クレンメを開け、イリゲーターのルートの栄養剤を
　　　満たします。チャンバーの1/2位は栄養剤が入っ　
　　　ている状態にして下さい
　　・ルートを満たしていないとルート内にある空気が
　　　胃の中に入る事があります
　⑦胃瘻カテーテルとイリゲーターのルートを接続しま
　　　す。ボタン型カテーテルの場合は専用の接続
　　　チューブも必要です
　　・接続部分がゆるいと栄養剤が漏れる事があるの
　　　で、しっかりと接続しましょう
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　⑧栄養剤の注入します
　　・クレンメを開け、1時間に200～400ml程度で注入
　　　出来るように調整します

　　　（ルートの袋に１ml：○滴と記入されているので一
　

　　　応確認をして下さい）

　　・栄養剤の注入速度は、一度調節しても、速くなっ

　　　たり、遅くなったり、止まったりする事があるので、

　　　時々確認しましょう

＜栄養剤注入中の観察項目＞

　栄養剤の注入中に一番注意をしなければならない
事は、嘔吐や胃の中の栄養剤の逆流により栄養剤
が気管に流れ込む事です

　・むせたり、呼吸が荒くなり、せき込む状況

　・栄養剤が口や鼻から流れ出る

　・嘔吐する

以上のような変化がある時は、すぐに栄養剤の

注入を中止する。栄養剤の注入を中止しても呼

吸が荒い、咳き込む、発熱などの症状が続いている場

合は、早めに受診しましょう
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　⑨栄養剤の注入を終了します

　・クレンメを閉じ、ルートと胃瘻カテーテルの接続を外
します

　・胃瘻カテーテルチューブ式の場合、一度蓋を閉じる

　　か、チューブの途中で曲げて逆流しないようにしま

　　す

　・カテーテル用注射器に、ぬるま湯20～30mlを吸い、
　　胃瘻カテーテル内の栄養剤を流します

　・栄養剤の注入終了後は、30分～１時間ぐらいは体
　　を起こした状態を保ちましょう。平らに寝てしまうと、

　　胃の中の栄養剤が逆流し、吐いたり、吐いた物を

　　飲み込んで気管に入ってしまう事があります

３、後片付け
　①栄養ルートの洗浄
　　・ルートとイリゲーターは食器と同じ扱いで
　　　良いです。食器用洗剤を通し、ルートをし　
　　　ごくようにつまみ洗いした後、洗剤が残ら
　　　ないように十分に水を通します。その後、
　　　イリゲーターとルートを外して自然乾燥さ
　　　せましょう
　②イリゲーターの洗浄
　　・イリゲーターも食器と同様に食器用洗剤等で洗い、
　　　良くすすいでから自然乾燥させます。又、汚れの
　　　程度に応じて、適宜新しいものと交換しましょう
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５　薬剤の注入方法
１、注入方法
　①薬を20ml程度のぬるま湯で溶かします
　②溶けにくい薬の場合は、数分溶けるまで数分時間
　　　をおいてみましょう
　　・溶けにくい薬や溶かすと色が変わる時等は、医
　　　師や薬剤師に相談しましょう
　③溶かした薬をカテーテル用注射器に吸います
　　・一緒に混ぜると効果がなくなることもありますので
　　　薬包が複数ある場合は医師や薬剤師に確認しま
　　　しょう
　　・混ぜてはいけない時は薬ごと別々にカテーテル
　　　用注射器を用います

　④胃瘻カテーテルからカテーテル用注射器に入れた
　

　　　薬を注入します

　⑤ぬるま湯を20～30ml注入し、胃瘻カテーテルの中
　　　に薬が残らないようにしましょう

　　・薬がカテーテルに残っていると詰まりの原因にな

　　　ります

　　・栄養剤と一緒に薬を注入すると、栄養剤と薬が混

　　　ざって固まり、カテーテルの詰まりの原因になる

　　　事があります。栄養剤が終わってから薬を注入し

　　　ましょう
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６　トラブル時の対処方法

１、チューブ型カテーテルが詰まった時

　・カテーテルがねじれたり、折れ曲がっていません

　　か？なおしてからカテーテル用注射器でぬるま湯

　　を20～30mlをゆっくり注入してみましょう
　・胃瘻カテーテルの根元を、片手で押え、もう一方の

　　手でカテーテルの根元から、先端に向けてしごいて

　　みましょう。その後ぬるま湯を注入しましょう

　・カテーテル用注射器で、ぬるま湯を10mlほど入れ、
　　注射器を押したり引いたりしてみましょう

　・注入速度が遅かったり、栄養剤が濃い場合にもカ

　　テーテルが詰まる事があります。お腹の症状に注

　　意しながら、注入速度を変えたり、栄養剤注入の合

　　間に、ぬるま湯を入れたりすると良いでしょう

　・以上の事をしても、詰まったままであれば、

　　病院へ連絡し、受診して下さい
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２、カテーテルが抜けた

　・カテーテルが抜けてしまうと、胃瘻の穴は時間の経

　　過とともに小さくなり1日程度で、自然にふさがって
　　しまいます

　・応急処置を行いすぐ病院に連絡し、抜けたカテーテ

　　ルを持って病院に行き、新しいカテーテルを入れて

　　もらいましょう

　・応急処置は抜けたカテーテルの先の部分をハサミ

　　で切り、その先端を胃瘻の中に入れておきます。カ

　　テーテルを入れる際、抵抗がある場合は中止してく

　　ださい（チューブ型カテーテルの場合）

　 ・前もって、代用のカテーテルを備えておくのもよい

　　でしょう（同じ太さの尿カテーテル等）

　

３、カテーテルの破損

　・カテーテルが切れたり、穴があいたりした場合は、
病院に連絡し、新しいカテ―テルに入れ替えてもら
いましょう

　・チューブ型カテーテルの接続部分（蓋が外れやす
い、切れた）であれば、その部分だけ交換する事が
出来ます（業者に確認してください）
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４、カテーテルの周りから栄養剤が漏れる
①胃の内圧が高くなっている事が考えられます
　・栄養剤を注入する前に、カテーテルの注入口をあ
　　けたままにし、胃内にたまった空気をぬきましょう
（30分位）
　　逆流防止弁があるボタン型では専用の減圧用接続
　　チューブをしないと弁が解放しない物があります
　・栄養剤の1回注入量を減らしてみましょう
　・栄養剤の注入速度を遅くしてみましょう（1時間200
　　ｍｌ以下）
　・注入後1～2時間くらいは上半身は少し上げた状態
　　を保ちましょう

　

②チューブ型カテーテルの場合、ストッパー（固定板）
を「きつめ」に閉めていませんか
　・カテーテルは軽く回り、ストッパーとの間に1～2ｃｍ
　　の「あそび」があるのが正しい状態です
　・「漏れる→ストッパーをしめる→穴が大きくなってさ
　　らに漏れる→さらにストッパーをしめる」といった悪
　　循環になっている事が考えられます。漏れがある
　　時こそストッパーは十分緩めましょう。

　③ボタン型であれば医師に相談してください
　・シャフト長（内部ストッパーと外部ストッパーの間の
　　距離）のワンサイズ長いものに変更する事もありま
　　す
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④漏れがなくなるまで液体の栄養剤を固形化したり、ト

　　ロミを付けてるのも良い方法です

　・医師又は看護師に相談してから行いましょう

　・寒天固形化した栄養剤を胃瘻カテーテルからボーラ

　　ス（手押し）で押し込むという方法

　　粘度を増さないこと、体温で溶解しない事が利点です

　・ジャネフREF-P1（キューピー）を栄養剤を注入する前
　　に1袋（90ｇ）を注入し、そのあとに栄養剤を通常通り
　　に注入します。胃の中で混ざって、トロミが付くという

　　方法

　　簡単な方法ですが、栄養剤の種類や濃度によっては

　　固まりにくい事があります

　

５、カテーテル周囲のかぶれ

　・スキンケアが不十分な時や皮膚が不潔になった時、

　　漏れた栄養剤が常に皮膚に付着したりすると、皮

　　膚が赤くなり、かぶれやただれを起こす事がありま

　　す

　・カテーテルの周囲にガーゼは使用しないでください

　　どうしても使用する時はティッシュこよりにしましょう

　・皮膚をぬるま湯やシャワーで洗い、乾かしましょう

　・痛み、腫れ、皮膚の色が変わったりした場合は、病

　　院を受診して下さい

　・ぬり薬を使う場合は、医師や看護師に相談してくだ

　　さい
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６、不良肉芽（赤くイボのようなもの）

　・カテーテルは軟らかい素材で出来ていますが、体

　　にとっては異物です。異物反応として、胃瘻の穴の

　　所に赤いイボのようなものが出来る事があります。

　・不良肉芽があっても痛み、腫れ、出血がなく、

　　生活やケア上、特に支障がなければ処置をせずに

　　様子を見てもよいでしょう

　・不良肉芽は多少の分泌物を伴います。周囲の皮膚

　　は毎日、清潔を保ちましょう

　・カテーテルの固定の方向を毎日かえ、胃瘻の穴へ

　　かかる負担を少なくしましょう

　　

７、発熱

　・大切なのは「熱の原因は何か」です

　　胃食道への逆流による誤嚥性肺炎が疑われた場

　　合は、栄養剤の注入を中止し、病院に連絡しましょ

　　う

　・いきなり発熱したら、とりあえず栄養の注入はストッ

　　プします。熱が出た時は食欲がなかったり、吐き気

　　がしたりするものです。

　・栄養剤を再開するかどうかの判断は、胃内容を静

　　かに吸引してみます。引けない事を確認してぬるま

　　湯や半分量をゆっくり注入し、反応をみてください
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８、下痢

　・栄養剤の注入が速すぎたり、濃すぎたり、冷たかっ

　　たりしすぎると下痢を起こすことがあります

　・使用中の栄養剤が腐っている様子はありませんか

　　容器や栄養セットはきれいですか。作った栄養剤

　　は、8時間以内に使い切りましょう
　・抗生物質を服用しても下痢をする事があります

　・漏れが続く場合の方法と同じく、寒天固形化やトロ

　　ミを付ける方法があります

９、嘔吐（吐く）
　栄養剤の注入を中止し、様子を見てください。嘔吐した
物を誤飲しないように注意しましょう。嘔吐がおさまら
ない時は病院へ
　・栄養剤の注入が速すぎると胃から腸にスムーズに流
　　れず、嘔吐する事があります
　・注入した栄養剤が胃の中に停滞している事がありま
　　す。カテーテル用注射器で吸いだしてみてください
　・体位の確認をしましょう
　　45～60度（褥瘡がある方は30度か90度）ベットを上
　　げ上半身が上がっていますか
　・栄養剤注入前にカテーテルを開放して、胃内容に停
　　滞がない事を確認します。ゲップをさせます。
　・栄養剤の固形化、粘度増強の検討
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10、その他
　・体重が増加し、腹部に脂肪が付くと、ストッパーが

　　皮膚に密着し、きつくなる事があります。

　・体重が減少し、やせてくるとストッパーがゆるくなる

　　事があります。

　・出来るだけ目標体重を維持するように努め、体重

　　の増減によっては、栄養剤の量や内容を相談しま

　　しょう

7　口腔ケア
　口から食事をとらないと、唾液の分泌が減少する
事により、口に中に雑菌が増えるため、口臭や
感染症の原因となる事があります。また、口や唇
が乾燥し、不快に感じることもあります。

　　又、唾液を呑み込む時に、誤飲すると誤飲性肺
炎になる可能性があります。口腔内の清潔保持
が大切です

　　

　少なくとも1日１回は口腔ケアを行いましょう
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講義５
　

「医療的ケアの提供にあたっての留意事項」

講師　ＮＰＯ法人自立生活センター・ＩＬ－ｉｓｍ　
　　　　　　　　　　理事長　　花田貴博

１　医療的ケア

　　 医療的ケアを提供するにあたっての留意事項に

ついて障害当事者の立場でお話しします。　　　ポ

イントとしては同じ医療的ケアでも個々によって手

技が違うということです。基本は同じでも、細かい

部分が異なります。　
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２　痰吸引

　　 痰吸引は、鼻、口、気管切開口の３箇所からで

きます。必要に応じて吸引する場所が異なりま

す。　痰吸引器につないで使う吸引カテーテル

は、病院では院内感染を防止しなければならない

ため、使い捨てにします。在宅ではコストもかか

り、感染をあまり気にする必要がないので、数回

使ってから捨てます。

　痰吸引にかける時間は１０秒～１５秒以内とされ

ていますが、呼吸する力がまったくない場合は、

苦しいので１０秒～５秒以内で行います。　　　吸

引カテーテルを気管に入れる長さは、個人の身体

によって異なります。　　　　　　　　　　　 　

２　痰吸引
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３　胃ろうの留意事項

　　胃ろうについては、内容的には胃に栄養剤を落

とすだけです。しかし、口から食べることができな

い人にとっては食事です。胃ろうは食事という感

覚は忘れないでほしいと思います。また、障害当

事者と同じ感覚に立つことが大切です。

４　医療的ケアの留意事項

　　医療的ケアの基礎的な研修を終えただけでは、

すぐに医療的ケアはできません。その人のやり方

を同行研修で習得しなければなりません。　　　　

　また、障害当事者にとっては、ただ技術があれ

ばいいというわけでなく、信頼できなければ安心

して医療的ケアを受けられません。信頼関係をつ

くることも必要です。
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講義６　医療的ケアに関する
　　　　　　　　　リスクマネージメント
　静明館訪問看護ステーションまるやま所長　松田洋子

１、慣れてほしいが、慣れすぎない！

　　　生活スタイルは1人1人違いますので
　　　ケアの手順も基本通りに行かない場合

　　　もあります。

　　　「必ず守らなければならない事」、「アレ

　　　ンジしても大丈夫な事」等をしっかり理

　　　解してください。

２、緊急時用の連絡方法を誰にでもわかる

　　　ようにしておきましょう

　　　・主治医（医療機関）の電話番号

　　　・ご家族の電話番号

　　　・訪問看護ステーションの電話番号

　　　・ヘルパーステーションの電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　　　ノートに記入したり、紙に書いて電話の

　　　近くに貼っておくのもお勧めです
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講師　ＮＰＯ法人障害者自立生活センター・ＩＬ－ｉｓｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　花田貴博

講義６　

「医療的ケアに関するリスクマネジメント」

1　リスクマネジメントとは

　　障害当事者の立場で、医療的ケアのリスクマネ

ジメントをどのように考えているかお話します。

　　日々の医療的ケアは、正しい方法を守っていれ

ば、まず事故は起きないと思います。ただ、不測

の事態に備えて、不測の事態が起きた時にどう対

応できるかが大切だと思います。
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2　具体的なリスクマネジメント

　　具体的なリスクマネジメントとしては、私の場合

は、一冊のファイルにかかりつけ医、投薬リスト、

緊急連絡リスト、診断書を入れて、ヘルパーがす

ぐに見られるようにしてあります。

　

2　具体的なリスクマネジメント

投薬リスト

ムコソルバンＬカプセル 1日1回朝

ムコダイン錠 1日2回朝・夜

アーチスト錠 1日1回朝
マグラックス錠 1日2回朝・夜

緊急連絡先リスト

みどり内科クリニック 866-4563 札幌市白石区本郷通13丁目
札幌厚生病院 261-5331 札幌市中央区北3条8丁目
北海道エア・ウォーター緊急連絡先 811-7117 札幌市白石区
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2　具体的なリスクマネジメント

　　人工呼吸器の故障の場合は業者に連絡すれ

ば、代わりの人工呼吸器をすぐに持ってきてもら

えます。

　　救急車で病院に行く場合は、障害があると初め

ていく病院では「うちでは診れない」と言われてし

まうことも少なくないため、呼吸の異常の場合は、

Ａ病院に搬送、意識不明ならＢ病院に搬送と決め

ておければ、スムーズに対応できます。

3　最後に

　　障害当事者本人とヘルパーが緊急時の対応に

ついて話し合うことも大切です。　また、障害当事

者から家族に万が一の時のことを話し合っておく

ことも必要だと思います。ヘルパーの責任だけに

はすべきではないと思います。
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