
【Ⅰ．はじめに】　慣習として行われてきた酸素吸
入時の加湿は、近年、日本呼吸器学会の酸素療法ガ
イドライン1）では、3ℓ/ 分以下ではあえて加湿す
る必要はないとされている。また、先行研究2-5）
では、酸素加湿器の加湿水の汚染による体内感染の
危険が指摘されている。
しかし、当院では酸素流量計に、加湿水を用いて酸
素の加湿を行っているのが現状である。ところが、
スタッフの手技に統一性がなく、現行の方法に不安
の声も聞かれていた。
そこで、本研究の目的は、酸素流量計の加湿水にお
ける細菌の発生状況と管理方法の検討を行うととも
に、マニュアルを作成し、その有用性について検討
することとした。

【Ⅱ．研究方法】　研究方法は、アクションリサー
チ法である。
研究は、以下の3過程で進めることにした。まず、
酸素流量計の管理方法と手技に関する実態調査を行
い、その中から課題を抽出する。さらに、加湿水の
汚染状況を把握するため、菌の培養検査を行う。こ
れらの結果をもとに、酸素流量計の管理方法並びに
手技のマニュアルを作成し、スタッフ間で手技の統
一を図る。
1．「酸素流量計の管理方法・手技」の実態調査
　1）対象　病棟スタッフ
　2）調査内容　酸素流量計の管理方法について
　3）分析方法　単純集計
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はじめに 
 酸素療法ガイドラインでは3L/分以下は加湿の必

要はないとされている。しかし当院では、加湿水を
用いて酸素の加湿を行っているのが現状である。 

 スタッフの手技に統一性がなく、現行の方法に不
安の声も聞かれていた。 

研究目的 
 酸素流量計の加湿水における細菌の発生状況と管

理方法の検討 
 マニュアル作成  

｜607｜



2．実態調査の単純集計結果をもとに、以下の3点
について課題を抽出
1）加湿水汚染状況と酸素流量計の消毒と滅菌方

法の検討について
2）滅菌蒸留水（以後、蒸留水とする）ボトル・

蒸留水の汚染状況について
3）手技別の菌発生状況について

3．マニュアル作成
従来のマニュアルを見直し、酸素流量計の管理
方法並びに手順に関するマニュアルを作成

【Ⅲ．結果】

1. 実態調査の結果
分析対象は病棟スタッフ57人であった。酸素流量
計の交換をしていないと答えたのは45人（78.9%）
であった。その他の内訳は、交換時期が長いと気が
ついた時や見た目が汚く感じた時に交換すると答え
た人がいた。流量計の消毒は水洗いのみ、もしくは
消毒してない人が40人（70.2%）と7割を占めてい
た（表1．2）。
消毒方法では、10% アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩に60分浸し乾燥したものや10% ベンザ
ルコニウム塩化物液に10分～60分浸したものを使
用し、乾燥もタオルを敷いた台の上に伏せたり、水
切りカゴの中に伏せて乾燥させたりしていた。消毒
液の選択・消毒方法・消毒時間・乾燥方法がまちま
ちであることが示された（表2）。

蒸留水を入れる時、気をつけていることがあると答
えたのは39人（68.4%）であった。その内訳は複数
回答65人中、ボトルを外す際、管に当たらないよ
うに外す人が26人（40.0%）、ボトルの注ぎ口に手
が当たらないようにしている人が25人（38.5%）、
手を洗っている人が8人（12.3%）、手袋をしている
人が6人（9.2%）であった。気をつけていない人も
12人（18.5%）いた（表3）。

　酸素流量計と加湿水についての疑問点を自由記載
でアンケート調査したところ、20% の人より不安
の声が聞かれた（資料1）。

研究方法 
１．酸素流量計の管理方法・手技の実態調査 

  対象 病棟スタッフ 

  調査内容 酸素流量計の管理方法について 

  分析方法 単純集計 

２．実態調査に基づき課題を抽出 
   ・加湿水汚染状況と酸素流量計の消毒と滅菌方法の検討 

について 

   ・滅菌蒸留水ボトル・蒸留水の汚染状況について 

   ・手技別の菌発生状況について 

３．マニュアル作成 
 

実態調査の結果 

（人） 
0 20 40 60

無回答 

その他 

交換していない 

期間を決めて交換 

酸素流量計の取り扱いにつ

いて 

0 20 40

無回答 

消毒していない 

水洗いのみ 

消毒している 

流量計の消毒について 

消毒方法 
 ・５％ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝに３０分つける 
 ・10％ｱﾙｷﾙｼﾞｱﾐﾉｴﾁﾙｸﾞﾘｼﾝ塩酸塩に60分つ

ける 
 ・10％ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物液に数分～60分つ

ける 
 ・70％ｱﾙｺｰﾙﾜｯﾃにて拭く 

(人) 

表１ 表２ 

蒸留水を入れる時に気をつけていることはありますか？ 

0 10 20 30

手袋を着用 

手洗いをする 

ボトルの注ぎ口に手が当た

らないようにしている 

ボトルを外す際、管に当た

らないように外す 

【人】 

ある なし 無回答 

表３ 

（複数回答） 

｜608｜



以上、実態調査からの課題として、長期間にわたっ
て加湿器の交換をしていないことが明らかとなった。
また、酸素流量計の管理方法がまちまちであった。
さらに、蒸留水を開封後1～2日にわたって使用し
ていることが分かった。そこで、酸素流量計の加湿
水等における細菌の発生状況を培養検査により明ら
かにし、管理方法の検討を行うことにした。
2. 酸素流量計の加湿水等における細菌の発生状況
1）長期に酸素投与を受けている患者の加湿水の培

養検査結果
一般病棟および療養病棟を含め、長期に酸素投与を
受けている患者の加湿水を無作為に検査した。10
検体中9検体（90.0%）に、主に Sphingobacterium 
spiritivorum 他 に Pseudomonas paucimobilis や
Pseudomons vesicularis といった常在菌が検出さ
れた（表4）。

酸素流量計の管理方法を決めるため消毒群と滅菌群
に分け時間を追って培養検査を実施した。加湿器を
ガス滅菌にしたものと10% ベンザルコニウム塩化
物液60分に浸す方法とに分けた。消毒群は、水道

水で洗浄後に10% ベンザルコニウム塩化物液で消
毒されたカゴの中で乾燥させたものを使用した。そ
れぞれに蒸留水をいれないもの、蒸留水を入れて毎
日交換するもの、蒸留水をいれて交換しないものに
分け、24時間後・72時間後・168時間後と時間を
追って培養検査を行った。その結果、全てにおいて
菌の検出は見られなかった（表5）。
2）蒸留水ボトルの開封後1日目および2日目の残っ

ている蒸留水とボトルの注ぎ口の培養検査結果
蒸留水は1L 容器のものを使用しているため、その
日のうちに使い切らないことも多く、開封後1～2
日にわたって使用している。蒸留水ボトルを開封後
1日目および2日目について、ボトル内の残ってい
る蒸留水とボトルの注ぎ口を検査したが、2日目ま
では菌の検出はなかった（表6）。

3）滅菌した加湿器を使用し、蒸留水を毎日交換時
の培養検査結果

滅菌した加湿器を使用し、日々の業務で蒸留水を毎
日交換することにしたが、1週間後に2例に緑膿菌
と Sphingomonas paucimobilis の菌が検出された

（表7）。
以上のように、酸素流量計の加湿水等における細菌
の発生状況を培養検査により明らかにした結果、滅
菌した容器・蒸留水を使用しても加湿水の汚染がみ
られた。
3. マニュアルを作成し、手技を統一した後の培養検

査結果
取り扱い過程を見直す必要があると考え、管理方法
を検討し、手技の統一を図ることにした。手技を統
一し、マニュアル作成した。このマニュアルに沿っ

検体２

検体４

検体５

検体６

検体７

検体８

検体９

検体１０

検体１

検体３

Pseudomonas　paucimobilis

Sphingobacterium spiritivorum

Sphingobacterium spiritivorum

Corynebacterium spp.

Pseudomons vesicularis

Sphingobacterium spiritivorum

細菌の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　表４

Sphingobacterium spiritivorum

Sphingobacterium spiritivorum

Sphingobacterium spiritivorum

Sphingobacterium spiritivorum

Sphingobacterium spiritivorum

好気培養　陰性

酸素流量計と加湿水についての疑問点 

 どこまで清潔に保持すれば良いか分からない。 
 
 乾燥だけでよいのか？消毒や滅菌は必要ないのか？ 

 
 蒸留水を入れるのと入れないものの違いは？ 

 
 蒸留水は毎日交換かどうか？ 

資料1 
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て交換を行い、再度培養検査を行った。その結果、
2週間目および4週間目においても、菌の検出は認
められなかった（表8）。

【Ⅳ．考察】酸素流量計の加湿器における細菌の発
生状況と管理方法の実態調査を行った結果、加湿器
の取り扱いについては蒸留水の入れ替え、加湿器の
消毒方法などについて、従来のマニュアルが不十分
であることが分かった。さらに、スタッフがマニュ
アルに沿った取り扱いができておらず、対応策を検
討する必要があることが考えられた。
そこで、加湿器の取り扱いを検討するため、培養検
査を行ったが、全ての取り扱い過程において、菌の
検出がみられなかった。その結果、消毒と滅菌のど
ちらも有用であると考えられた。
しかし、消毒と滅菌のガイドライン6）によると

「呼吸療法器具に関しては、蛇管はセミクリティカ
ルだが、加湿の部分はクリティカルに当たる」と
述べられていることから、滅菌した加湿器を使用す
ることとした。また、消毒薬テキスト7）では呼吸
器系装置の加湿水中でグラム陰性菌が増殖すること
が多いので、加湿水には滅菌精製水を用い、少なく
とも24時間以内に交換するということが指摘され
ている。これにより、加湿水は毎日交換することに
した。
滅菌した加湿器を使用し、毎日蒸留水を交換するこ
とにより、菌の検出がみられず、容器・蒸留水の交
換は滅菌容器を使用し蒸留水を毎日交換することは
有用であることが検証できた。これらのことから、
滅菌した加湿器を使用し、毎日蒸留水を交換する方
法で、実施することにした。

しかし、この方法で実施した結果を培養検査で調べ
ると、緑膿菌等が検出された。そこで、この過程を
検討した結果、蒸留水ボトルあるいはスタッフの取
り扱いの過程に原因があり、細菌が混入されたので
はないかと考えられた。
そこで、蒸留水ボトルを検査したが、菌の検出はみ
られなかった。そのため取り扱い過程を見直す必要
があると考え、管理方法を検討し、手技の統一を図
ることにした。大島8）は、業務マニュアル意義につ
いて業務の手順や内容を共有・標準化することで、
業務品質の向上やスピードアップを図ることができ
ると述べている。酸素流量計の加湿水における細菌
の発生状況と管理方法を見直し、手技の統一を図る
ことを目的に、新たにマニュアルを作成した。そし
て、新しいマニュアルに沿って実施し、培養検査を
行って評価した結果、菌は検出されなかった。
以上のことから、マニュアルを作成し、手技の統一
を図ったことにより、感染経路を断ち切ることがで
きたといえる。

改善前 

手順 

手順 注意事項と観察点 

1. 患者に酸素の必要性を説明する 
2. 流量計を取り付ける 
3. バッキングを確認し酸素の漏れがないように

セットする 
4. 酸素中央配管 供給口のリングを押し、中央

の栓を抜く 
5. 流量計のゲージを０にし、流量計の接続部を

中央配管供給口に“カチン”と音がするまで
しっかり固定されたことを確認し、流量計の
ゲージを開いて酸素の流出状態を点検し、再
びゲージを閉める 

6. 流量計の改変口を静かに開き、指示された流
量に合わせる 

7. 酸素鼻腔カニューラを患者に装着する(絆創
膏で頬部に固定することもある) 

8. ベットを離れる前にNsコールが使用できること
を確認し退室する 

 
酸素加湿水は毎日交換する 
送気口に指を２～３回当て、酸素の流出を確認
する 
流量をボールの高さで調節する場合は、流量計
ごとにボールの中央に、ボールでない場合は上
端に合わせる 
粘膜刺激症状の観察 
粘膜を保護するため、鼻腔・口腔ケアを頻回に
行う 
ゴムがきつ過ぎると、顔面にゴムの跡やマスクの
跡が付き、褥瘡形成もあるので、チューブやマス
ク、ゴム等の固定部位等を時々変更させる 
患者の一般状態を観察する 
呼吸数・深さ・リズム・異常呼吸の有無・呼吸音・
脈拍・血圧・体温・皮膚色・皮膚温・チアノーゼの
有無・尿量・意識レベル・SPO2・体位・不安・恐
怖・ガス分析 
酸素が漏れていないか、閉塞がないかを確認す
る 

手順 
手順 注意事項と観察点 

1. 必要物品を用意する 
2. 患者や家族に必要性を説明する 
3. 手洗いを行う 
4. 手袋を装着する 
5. ボトルを清潔に取りだし、蒸留水を入れる 
6. 流量計をセットする 
7. 中央配管の酸素側(緑)に接続し、指示の酸素を流

す 
8. カニューラ・マスクを接続し酸素投与を開始する 

＜水の交換＞ 
1. 手洗いをする 
2. 手袋を装着する 
3. ボトル内の水を全て捨て、新しいものに入れ替える 

＜流量計の交換＞ 
●月１回決められた日に交換する 
 ２階病棟…１日に交換する 
 ３階病棟…１５日に交換する 
＜終了時・交換時＞ 
1. ボトルを水洗いし、管を流水で洗浄し乾燥させる 
2. 流量計と蓋の部分はアルコールの含まれない

ウェットタオルで清拭する 
3. 乾燥したら、中材に下ろす 

＜保管方法＞ 
1.  蓋つきの棚に収納 

新しく酸素投与を始める場合1.2を行う 
 
 
 
※開封時蒸留水の口の注ぎ口に触れない 
※流量計の管に触れないように取りだす 
 
 
※長期投与をする場合、カニューラ・マスクによる皮膚トラ

ブルに注意する 
 
 
※酸素の水は、毎日交換する 
※水の交換をする際は、作業の途中で行わず、新しい手袋

を装着した状態で行う 
※蒸留水は開封1～２日目までは使用可能 
 
※ボトルを取り外す際に注ぎ口に触れないように注意する 
  蒸留水の注ぎ口や蓋は清潔に操作する 
 
※カニューレ・マスクは水滴がないか確認し、硬くなってい

たら早めに交換する 
 
※ガス滅菌は３年は保存可能 
  日付の早いものから使用する 

 

 
改善後 
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【おわりに】ガイドラインに基づき、低流量の酸素
吸入時の加湿水は廃止していく方向を検討していく
とともに、4ℓ/ 分以上の酸素吸入時の加湿の手順
と管理方法を徹底するため、今回のマニュアルの見
直しはよい機会であったと考える。一方、医療従事
者が感染経路にならないように、今後も定期的に手
順を見直すこと、感染予防に関する啓蒙活動を行っ
ていくことが大切であると考える。
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考察 
実態調査の結果 
• 従来のマニュアルが不十分である。 

 

• マニュアルに沿った取り扱いが出来ていない。 
 

• 汚染状況を調べた結果、スタッフ間の異なる手技
が汚染の原因であった。 
 

• 新規マニュアルを作成し手技の統一を行ったところ
感染経路が断ち切れた。 

おわりに 
• ガイドラインに基づき、低流量の酸素吸入時の加
湿水は廃止していく方向を検討していくとともに、 

  ４L/分以上の酸素吸入時の加湿の手順と管理方
法を徹底するため、今回のマニュアルの見直しは
良い機会であったと考える。 
 

• 医療従事者が感染経路にならないように、今後も
定期的に手順を見直すこと、感染予防に関する啓
蒙活動を行っていくことが大切であると考える。 
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