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空腸瘻患者の退院支援
－経管栄養の技術指導について－

発 表 者 末田 勉 （広島県：安芸太田病院）

共同研究者 泉 秀樹
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１．はじめに

今回、私たちは空腸瘻を造設し入院生活が２

年半に及ぶ長期入院患者の在宅への退院支援を

行い、様々な学びを得たので紹介する。この患

者が在宅療養する上で家族が必ず身に着けなけ

ればならない技術は、空腸瘻からの経管栄養、

喀痰吸引、オムツ交換などたくさんあるが今回

はこの中から経管栄養の技術指導について発表

する。
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２．方法

私が行った援助技術の指導により家族が技術

を習得することができたのか。家族の言動、反

応により評価する。
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３．目的

空腸瘻のある長期入院患者の退院指導を行っ

た。

その指導方法や家族との関わりがどうであった

か振り返ること。また、今後、増えるであろう

長期臥床患者の退院についての参考の１つにな

ること。
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４．倫理的配慮

対象者が特定できないようプライバシーの保

護に努め、研究より知りえた情報は厳重に管理

し研究以外の目的には使用しないことを対象者

へ説明し同意を得た。研究終了後は、データを

破棄することとする。
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５．事例紹介：

５０代男性 病名 ブルガタ症候群。詳しい経

過は以下にて紹介する。

身体障害者手帳１級あり。
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２０１０年６月 自宅で意識消失、呼吸停止にて

発症

当院に搬送され気管内挿管、人

工呼吸器装着。

７月 気管切開（現在痰の吸引も適宜

必要）

８月 空腸瘻造設

人工呼吸器中止となり酸素開始

（１１月中止）

９月 療養型病棟へ転棟
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２０１２年６月 在宅へ退院予定決定、家族への

退院指導開始

８月上旬 外泊に向けてのカンファレンス

を実施

８月中旬 ２泊３日の外泊

１０月 退院予定であったが、嘔吐、発

熱あり延期となる

２０１３年４月 退院

家族構成：妻（５０代） 専業主婦

娘２人（２０代）８時～１７時過ぎまで

勤務あり。

３人暮らし

６．看護の実際
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最初に受持ち看護師と家族でスケジュールを

相談し指導計画を立てた。注入食と薬の注入に

関しては、在宅療養をする上で最も重要な項目

の一つであるので、早い段階から指導を始めた。

まず、家族が空腸瘻に慣れる必要がある為、

看護師の実技を見ながら空腸瘻の説明を行っ

た。そして、チューブにはカフがなくテープで

の固定が大切で毎回確認が必要なこと、抜去リ

スクがあることなど詳しく説明した。初めて手

技を見た時は表情も硬く「難しそうですね。」と

不安そうな発言が聞かれた。そこで、手順を説

明したパンフレットを作成し見てもらう事にし

た。
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パンフレットには写真を多くとり入れ、字数

を少なくし要点をまとめるなど工夫をした。家

族は自宅で何度もパンフレットを見ており、少

しずつ手技を指導していくと「写真で見たやつ

ですね。」との発言も聞かれた。

最初はシリンジや注入食用チューブの扱いが

難しかったり、手順を間違えたりすることもあっ

たが、パンフレットを見ながら指導を繰り返し

行った。
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２～３日に１度は見守りの元、注入食を注入

してもらい約３週間で家族のみで行うことがで

きるようになり、外泊前には「だいぶできるよ

うになりました。」と笑顔も見られた。そして、

外泊中も問題なく実施することができたよう

で、帰院後には「思ったよりできました。」と自

信を深めた発言が聞かれた。

発熱もあり約半年退院が延びたが、その間も

手技を忘れないように実施してもらい今年４月

退院に至った。その後も在宅療養を続けている。

退院２ヵ月後、家族に話を聞くと「家族それぞ

れが仕事を分担し役割を決めて行っているので

少しずつこの生活に慣れてきました。」や「主人

の腕の動きも良くなったし表情が穏やかなんで

す。」と笑顔がみられた。
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７．考察

１）指導に関する考察
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空腸瘻からの経管栄養の管理は家族にとって

わかりにくく不安を感じる技術であった。そこ

で写真入りのパンフレットを用いて指導した事

は、予習・復習を行うことができ、自信のもて

ない手技や全体の流れを再確認し意識付けると

いう点で効果的であったと考える。口頭による

説明では聞いた内容の約１／２を５分以内に忘れ

てしまい、そのうち、正確なものは７７％しかな

いと言われている。このため、パンフレットを

使用したことは有効であったと考える。

また、対象者である家族の年齢が２０代と５０代

と若く、理解力や記憶力が充分あることも技術

を習得できた要因と考える。そして、なにより

この短期間に失敗をしながらも何度も練習を繰

り返し行ったことが技術を習得できた要因と考

える。ホイットマンらは「どのような方法で情

報が提供されても、それを反復する事によって

学習者には確実に教育内容の残留量が増加し、
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その持続期間も長くなる。」と述べている。

２）不安の軽減
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しかし、いくら手技を覚えても外泊が近くな

るにつれ、いざ帰宅後何かあったらどうしよう

という不安があった。看護師が話を傾聴し緊急

時の対処法などを説明するが、不安を完全にぬ

ぐいさることはできなかった。それは、実際に

家族が緊急時の対応をした経験がなく当然のこ

とと考える。このような不安を軽減するため外

泊前に家族を含めたカンファレンスを行い外泊

時に病棟師長とリハビリ職員が同行し訪問看護

師が毎日訪問することが決まった。また、不安

な時や緊急時はいつでも病棟に連絡するように

説明し対応できるように備えたり、吸引器を２

台準備するなど安全面の配慮も行った。また、

家族は１日のスケジュールに関しても不安が見

られた。このため、家族の１日の過ごし方を聞

き取り、起床や就寝の時間ができるだけ変わら

ないように注入食やおむつ交換などの予定を組

んだ。これらにより、外泊は無事成功し退院へ

と繋がったと考える。

そして、退院後は訪問看護師と共に病棟の介

護福祉士が自宅へ同行し身体的負担の多い排便

処置の介助などを行っている。病棟職員が訪問

すると家族は「見慣れた顔で落ち着きます。」と

いつも笑顔で出迎えてくれる。このように継続

して関わっていくことも不安の軽減に関与して

いると考える。

８．まとめ
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約３ヶ月間で経管栄養、喀痰吸引、おむつ交

換など在宅療養をする上で必要な技術を取得し

外泊、退院へと繋がったことから、写真入りの

パンフレットを用いた技術指導は効果的であっ

たと考える。また、外泊、退院に向けカンファ

レンスを行い包括的に多職種が関わりながら進

めたことも家族の不安の軽減となり、無事外泊

が成功し退院に至った大きな要因と考える。
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乳幼児に対する持続酸素吸入固定の方法の効果

発 表 者 綾部 愛 （千葉県：国保直営総合病院君津中央病院）

共同研究者 牛島 真衣、吉田 仁美

メントから評価まで～医学書院、１９９０年

３）国民衛生の動向・厚生の指標 増刊・第５８

巻第９号 通巻第９１２号、一般財団法人 厚

生労働統計協会、２０１１年
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監訳：ナースのための患者教育と健康教

育、医学書院、１９９６年

�．はじめに
小児病棟では、呼吸器疾患で入院してくる患

児が大半を占めており、経皮酸素飽和度低値の

患児は治療の一環として持続酸素吸入（以下イ

ンスピロンとする）と、パルスオキシメーター

を装着し呼吸状態の観察をしている。その際、

乳幼児に対しては、酸素投与時のマスクを嫌が

り外してしまうため、病衣に蛇腹を直接テープ

で貼り付けて固定（以下テープ固定とする）を

している。中野らは「乳児期の子どもは身体感

覚運動を中心として発達している時期であり、

“病気”は明確な概念としてではなく、痛みや

倦怠感、押さえつけられた不快、動けない不快

など、子どもの身体的な苦痛や不快、違和感そ

れ自体が理解（感じ方）である。幼児は、“自己

中心的（子ども側からの視点でとらえる）”であ

ること、現実を判断する経験の乏しさなどによ

り、正しく病気を理解することが困難な事もあ

る」１）と述べている。乳幼児にとってインスピロ

ンは不快なものとして感じられ、酸素を嫌がり

患児自ら蛇腹を外したり、体動により蛇腹が外

れたりずれたりしてしまうことが経験上多い。

その都度看護師が再固定するが、日中・夜間問

わず頻回に直す場合もあり、患児や家族、看護

師にも負担があるのではないかと考えた。そこ

で、今回テープ固定に対する問題点を明確にす

るアンケート調査を看護師・家族に行い、新固

定法の考案・実施したことで得られた結果をこ

こに報告する。本研究は、新固定法を行うこと

で蛇腹の固定強度が増し、テープ個定の問題点

が改善され、更には治療効果が高まることで早

期退院に繋がるのではないかと考える。

�．目的

インスピロンのテープ固定による問題を明確

にし、新固定法を行ったことで問題点の改善が

図れるかを明らかにする。

�．方法
看護師アンケートの項目では、看護をする上

での問題点の項目をあげ、一方家族アンケート

（インスピロンを受け、酸素マスク装着できな

かった患児の家族）では２４時間付き添う上での

気になる項目を複数回答であげた。その為、看

護師と家族へのアンケート項目が異なる内容と

なった。

１．研究デザイン

インスピロンの固定方法を確立するため、新

固定法を用いた介入・評価研究である。
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