
【はじめに】近年は医療の質向上や安心・安全な医
療を、患者や家族から求められています。一方で業
務の増大により、医療現場の疲弊が指摘されてもい
ます。そのため多種多様な医療スタッフが協働・連
携する「チーム医療」が注目・実践されています。
平成22年4月にチーム医療を推進する観点から厚
労省通知により、臨床工学技士などにも喀痰吸引が
認められました。
当院でも院内研修などを実施し、他のコメディカル
とともに臨床工学技士による喀痰吸引を施行したの
で、その取り組みを報告します。またアンケートを
施行し、その結果を基に当院での人工呼吸療法にお
ける臨床工学技士の関わり方を再考しました。

【当院の背景】　当院は病床数150床の地域包括医
療・ケアの役割を担った中小規模病院です。人工呼
吸器装着患者数は、ここ1、2年は4名から8名にて
推移しています。当院では ALS や低酸素脳症など
離脱困難な症例が主であり、長期施行例が多くなっ
ています。
医療スタッフは看護師が約90名で三つの病棟があ
り、人工呼吸器は主に13：1体制の障害者病棟にて
稼働しています。リハビリテーション科は10名体
制です。臨床工学技士は1名体制で、呼吸療法認定
士取得と ICLS 受講の経験があります。

【実施までの取り組みの経過】　取り組みの経過で
す。厚労省通知が出されてから、ME 室およびリハ
ビリテーション科のそれぞれにおいて喀痰吸引施行
の必要性を感じており、お互いに協働・連携して取
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務の増大により、医療現場の疲弊が指摘されている。その
ため多種多様な医療スタッフが協働・連携する「チーム医
療」が注目・実践されている。 

∗ 平成22年4月にチーム医療を推進する観点から厚労省通知
により、臨床工学技士（ME）、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士などにも喀痰吸引が認められた。 

∗ 当院でも院内研修などを実施し、コメディカルによる喀痰吸
引を施行したので、その取り組みを報告する。またアンケー
トを施行し、その結果を基に当院での呼吸療法におけるME
の関わり方を再考する。 

はじめに 

∗ 病床数 150床 
∗ 地域包括医療・ケアの役割を担った中小規模病院 
∗ 人工呼吸器装着患者数の推移：4～8名 
        （長期施行例が多い） 
∗ 看護師：約90名 （10:1 13:1 20:1体制）  
∗ リハビリテーション科：10名 
      PT：7名 OT：2名 ST：1名 
∗ 臨床工学技士：1名 
      呼吸療法認定士、ＩＣＬＳ受講 
 

当院の背景 

∗ H23年11月：院長、看護部など院内への周知 
∗ H23年11～12月：看護部による講義と実技指導 
∗ H24年3月：院外研修への参加 
∗ コメディカル同士による院内研修 
   H24年1月：ME講師：パルスオキシメータ、人工呼吸器 
   H24年7月：リハ科講師：フィジカルアセスメント 
∗ H24年3月：看護部による 
          人工呼吸器装着患者での実技指導 
∗ H24年4月：MEによる喀痰吸引の施行 

実施までの取り組みの経過 

リハ科との
連携 

リハ科との 
連携 

ME室とリハビリテーション科のそれぞれにおいて、 
          喀痰吸引施行の必要性を感じていた。 
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り組むこととしました。
平成23年11月の院内会議において院長や看護科な
ど院内への周知と、施行に向けての協力依頼を行い
ました。11月から12月にかけては看護科による講
義と実技指導をリハビリテーション科とともに受講
しました。その後院外研修への参加やコメディカル
同士による院内研修を行いました。そして看護科に
よる人工呼吸器装着患者での実技指導を受けて、平
成24年4月より臨床工学技士による喀痰吸引を施
行しています。

各研修の内容です。看護科による講義と実技では院
内マニュアルの遵守と喀痰吸引の基本を習得するた
めに約1時間の講義と、人形を用いたシミュレータ
での約1時間の実技指導を受講しました。その後に
看護師立ち会いのもとで安定した患者への吸引施行
を2か月ほどにわたり、2～3名に行いました。

喀痰吸引をテーマに含む院外研修への参加は、施行
に向けての院長からの必須条件でありました。院外
研修への参加は各コメディカルにとって、それぞれ
適すると思われるものに参加しています。臨床工学

技士においては、県技士会主催のセミナーに参加し、
その必須条件を満たしました。

今回の取り組みの中で研修内容については、日本呼
吸療法医学会の気管吸引のガイドラインなども参考
にしました。その中で実施者の要件として、右に挙
げたものが示されています。そこで ME 室および
リハビリテーション科の協働・連携の一環としてコ
メディカル同士での研修を企画・開催しました。
　ME 室からリハビリテーション科に対しては、

「パルスオキシメータについて」と「人工呼吸器の
取り扱いとアラーム機能について」を講義してい
ます。一方リハビリテーション科から ME 室に対
してはフィジカルアセスメントや排痰法についての
講義を行っています。
また臨床工学技士においては、呼吸療法認定士取得
と ICLS 受講経験があることから、実施者の要件を
満たすことが出来ているのではないかと考えていま
す。

臨床工学技士においては、実践的指導のために看護
師立ち会いのもとで人工呼吸器装着患者での吸引施

∗ 院内マニュアルと資料（解剖生理、感染対策）を活用し
た講義 

  （約１時間） 
∗ シミュレータ（人形）での実技指導 
  （約１時間） 
∗ 指導者立ち会い下での安定した患者への吸引施行 
  （2か月ほどにわたり、２～3名に吸引施行） 
 

研修①看護科による講義と実技 

※リハ科とともに受講 

院内マニュアルの遵守と喀痰吸引の基本の習得 

∗ 喀痰吸引をテーマに含む院外研修への参加 
 ※喀痰吸引施行に向けての、院長からの必須条件 
 参加研修 
   ・第6回秋田県人工呼吸器安全対策セミナー 
      秋田県臨床工学技士会 主催 
        呼吸療法認定士 更新点数取得可能 
  

研修②院外研修 

※MEのみ受講 

∗ ME室からリハ科 
   パルスオキシメータ 
   人工呼吸器 
   （操作方法やアラーム機能） 

 
∗ リハ科からME室 
   フィジカルアセスメント 
   排痰法 
 
 

研修③コメディカル同士での研修 

日本呼吸療法医学会：気管吸引のガイドラインの実施者要件 
 
Ⅰ）必須要件 
気管吸引を実施する者は以下の全てを満たすことを推奨する。 
1)気道や肺、人工気道などに関しての解剖学的知識がある。 
2)患者の病態についての知識がある。 
3)適切な使用器具名称がわかり適切な手技が実施できる。 
4)気管吸引の適応と制限を理解している。  
5)胸部理学的所見などからアセスメントができる。 
6)合併症と、合併症が生じたときの対処法を知り実践できる。 
7)感染予防と器具の消毒・滅菌に関する知識と手洗いを励行できる。 
8)経皮酸素飽和度モニタについて理解している。 
9)侵襲性の少ない排痰法（呼吸理学療法など）の方法を知り実践でき
る。 
10)人工呼吸器使用者に対して行う場合；人工呼吸器のアラーム機能と
緊急避難的な操作法を理解している。 
 
Ⅱ）望まれる要件 
必須要件ではないが以下の要件を満たすことが望ましい。 
1)心肺蘇生法の適応を理解し実施できる。 
2)心電図について一般的な理解がある。 
3)人工呼吸器の一般的な使用方法を理解している。 

∗ 指導者（看護師）立ち会い下での吸引施行 
   患者の特徴（喀痰の硬軟、吸引による 
                  バイタル変動の有無など） 
   カフ上部吸引ポートの取り扱い 
   院内マニュアルに基づいた実技指導 
 

研修④人工呼吸器装着患者 
              での指導 

各種研修の受講完了後に、院長の許可を得て、
喀痰吸引を施行した 

実践的内容の指導を受講 
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行を行いました。当院では長期施行例が多いので、
喀痰の性状や吸引によるバイタル変動が起きやすい
かなど患者の特徴も合わせた指導を受けました。ま
たカフ上部吸引ポートの取り扱いや再度院内マニュ
アルに基づいた実技指導も受けています。
そして各種研修の受講完了後に、院長の許可を得て、
喀痰吸引を施行しました。

3か月間の使用中点検における喀痰吸引の実施回数
を示します。喀痰吸引の適応は日本呼吸療法医学会
の気管吸引のガイドラインを参考にしています。使
用中点検につき9.5% の割合で喀痰吸引を行ってい
ますが、現在のところ致死的不整脈の誘発や極端な
血圧低下など重篤な合併症は起きていません。

アンケート結果を示します。臨床工学技士が喀痰吸
引を施行していることを76.2% の病棟看護師が
知っており、病棟への周知ができていると思われま
した。
喀痰吸引を行うことについては、実施したほうが良
いとする回答が85.7% と多数を占めました。

人工呼吸療法への関わりについては、現在行ってい
る業務すべてにおいて有効であるとの回答をもらい
ました。
今後に期待することは、勉強会開催の拡充や呼吸サ
ポートチームの結成、夜間・休日のトラブル対応が
挙げられました。

【考察】　今回看護科やリハビリテーション科と協
働・連携することにより、喀痰吸引施行への取り組
みとその実現を達成することができました。喀痰吸
引の手技自体はそんなにむずかしいものではありま
せんが、その行為は侵襲的であり、それにより種々
の合併症を引き起こす可能性があります。他職種と
協働・連携することによって必要な教育である種々
の研修を企画・開催できたことが、臨床工学技士に
おいて安全に喀痰吸引を施行することにつなげられ
たと考えています。
またアンケート結果から喀痰吸引の施行は病棟にお
いて周知されており、かつ必要な業務と考えられて
います。喀痰吸引の施行は医療スタッフ間における
協働・連携を図り、チーム医療の推進につながって

喀痰吸引 
：58回
(9.5％) 

使用中点検における 
喀痰吸引の施行回数 

期間：６月～８月の３か月間  対象者：５名 
総使用中点検回数：６１０回＝勤務日61日×点検２回/日×５名 

日本呼吸療法医学会：気管吸引のガイドライン 
吸引の適応 
ⅰ) 努力性呼吸が強くなっている（呼吸仕事量

増加所見：呼吸数増加、浅速呼吸、陥没呼吸、
補助筋活動の増加、呼気延長など）。 
ⅱ) 視覚的に確認できる（チューブ内に分泌物
が見える）。 
ⅲ) 胸部聴診で気管から左右主気管支にかけ

て分泌物の存在を示唆する副雑音（断続性ラ
音）が聴取される、または呼吸音の低下が認め
られる。 
ⅳ) 胸部を触診しガスの移動に伴った振動が感
じられる。 
ⅴ) 誤嚥した場合。 
ⅵ) ガス交換障害がある。 
血液ガスや経皮的酸素飽和度で低酸素血症が
みとめられる。 
ⅶ) 人工呼吸器装着者： 
ａ）量設定モード使用の場合：気道内圧の増加が
見られる。 
ｂ）圧設定モード使用の場合：換気量の低下が見
られる。 

総使用中点検回数：６１０回 

・使用中点検につき、9.5%の割合で 
               喀痰吸引を行っている 
・MEによる喀痰吸引にて、重篤な合併症は 
               起きていない 

設問1.MEが喀痰吸引を実施  
            していたことを 
            知っていましたか？ 

いいえ：23.8% 
     (5名) 

はい：76.2% 
    (16名) 

アンケート結果①・② 

対象者：障害者病棟看護師 21名 

設問2.MEが喀痰吸引を実施 
            することについて、 
    どう思いますか？ 
どちらでもよい：
14.3%(3名) 

実施したほうが良
い：85.7%(18名) 

やらないほうがよい：
0.0%(0名) 

対象者：障害者病棟看護師 21名 

アンケート結果③・④ 

業務内容 回答数 

使用中点検（ラウンド業務） 21名 

回路交換 21名 

呼吸器の中央管理 21名 

トラブル対応（動作不良時など） 21名 

物品管理（回路やBVMなど） 21名 

呼吸器の勉強会（新人研修や医療安全など） 21名 

その他 0名 

特に無し 0名 

設問3.MEの人工呼吸療法への関

わりについて有効と思われる業務
を教えてください（複数回答可） 

対象者：障害者病棟看護師 21名 

設問4.今後MEの人工呼吸療法につ

いて、期待することがあれば教えてく
ださい（自由回答） 

0
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8名 

3名 2名 

対象者：障害者病棟看護師 21名 

∗ 他職種との協働・連携により、喀痰吸引施行への取り組み
と実現を達成することができた。また協働・連携により種々
の研修を企画・開催できたことが、臨床工学技士においても
安全に喀痰吸引を施行することにつなげられた。 

∗ 喀痰吸引の施行は病棟において周知されており、かつ必要
な業務と考えられている。喀痰吸引の施行は医療スタッフ
間における協働・連携を図り、チーム医療の推進につな
がっていると考えられた。 

∗ 臨床工学技士の呼吸療法業務への関わりは有効と受け止
められている。また今後に期待されるニーズもあり、より良
い協働・連携そしてチーム医療推進のための方向性および
課題を確認することができた。 

考察 
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いると考えられました。
喀痰吸引施行に限らず、臨床工学技士の人工呼吸療
法業務への関わりは有効と受け止められています。
また今後に期待されるニーズもあり、より良い協
働・連携そしてチーム医療推進のための方向性およ
び課題を確認することができました。

【まとめ】　看護科やリハビリテーション科と協働・
連携することによって、安全に喀痰吸引の施行につ
なげることができました。
臨床工学技士による喀痰吸引施行は、チーム医療の
推進につなげられたと考えられました。
以上です、ご清聴ありがとうございました。

∗ 看護科やリハビリテーション科と協働・連携することに
よって、安全に喀痰吸引の施行につなげることができ
た。 

 
∗ 臨床工学技士による喀痰吸引施行は、チーム医療の
推進につなげられたと考える。 
 

まとめ 

【1）はじめに】　今回は、介護保険制度の住宅改修
において、市・地域包括支援センターに勤務する社
会福祉士に視点をあて、彼らの苦悩を踏まえ住宅改
修における現状を明らかにし、関係職種の役割を少
し掘り下げて考えてみたい。

【2）高まる住宅改修への期待】甲賀市「第5期介護
保険事業計画・高齢者保険福祉計画」より要支援
認定者数、要介護認定者数と住宅改修利用者数の推
移予測を見ると、要支援認定者を中心に今後も住宅
改修利用の増加が予測されている。

【3）住宅改修における社会福祉士の役割】地域包
括支援センターは、主に要支援認定者を中心に予防
給付での住宅改修マネジメントをおこなっている。
そのなかで、「住宅改修のみ」のサービス利用者は、
社会福祉士がマネジメントを行う。
市の社会福祉士は、ケアマネジャーなどから提出さ

れた申請書類の診査をおこなう。
住宅改修にかかるマネジメント・相談、補助申請に
対する給付判断は、市・地域包括支援センターに勤
務する社会福祉士が担っていることが多い。社会福
祉士にとって専門のスキルが求められる。

【4）住宅改修勉強会の取り組み】広域支援センター
では、住宅改修に関するスキルアップの場として甲
賀市・地域包括支援センター社会福祉士を対象に勉
強会を開催した。
勉強会では、①住宅改修に関する実態把握、②事例
検討を行っている。
①住宅改修に関する実態把握
※平成23年度に地域包括支援センターが直接実施
した住宅改修利用者71人を対象
●住宅改修のみの介護保険利用が増加
●約14% が入院中に住宅改修申請
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