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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）
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�．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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２．対象・期間及び場所

１）現在行われている蛇腹の固定に関する問題

点について、蛇腹固定を行ったことがある看護

師・インスピロンを使用している患者家族への

アンケート実施。

（１）期間：平成２４年７月１日～１２月３１日

（２）対象：病棟看護師（２５名）、期間中に入院

し同意の得られた持続酸素吸入中の患児

の家族（付添い者）

２）改善策の検討・固定用具作成・同年代の児

により安全性の検証実施

（１）期間：平成２４年８月

３）固定用具の着用実施

（１）期間：平成２４年１０月１日～１２月３１日

（２）対象：病棟看護師、期間中に入院し同意

の得られた持続酸素吸入中の患児の家族

（付添い者）

３．データの収集方法

対象者家族にアンケート用紙を用いて調査目

的・倫理的考慮事項を説明し、同意を得て意見

を貰う。

１）テープ固定について看護師・患者家族（付

添い者）へアンケートを実施し問題点を明確に

する。

２）新固定法を実施し、前回と同様のアンケー

トを実施する。

４．データの分析方法

テープ固定について看護師・家族（付添い者）

へアンケートを実施し、問題点を明確にする。

�．倫理的配慮
本研究への参加は自由意志であり拒否する権

利があること、途中または終了後も辞退する権

利があること、参加しないことにより対象者に

不利益は生じない事、得られたデータは本研究

以外では使用しないこと、研究結果は学会等で

発表する事があることを口頭あるいは紙面で説

明した。また、アンケート内容は看護部の看護

研究倫理委員会の承認を得た上で実施し、発表

時は対象者が特定されないように細心の注意を

払い、アンケート用紙は本研究で使用後破棄と

した。

�．結果
１．テープ固定に対する家族へのアンケート

対象は、酸素マスク装着不可の患児（０～５

歳まで）の家族である。回答者は３５名、患児の

平均年齢は２．１歳、最頻値は１歳であった。「イ

ンスピロンを行う上で気になることがあるか」

という問い対し、「ある」と答えた人は３１名（８９

％）であった（表１）。

表１．インスピロンを行う上で気になることの有

無

気になる項目に関しては、「アラーム音が鳴る

ことでの周囲への迷惑」が１９名（５４％）、「子ど

もが蛇腹を取ってしまう」が１１名（１７％）、「ア

ラーム音で眠れない」が９名（３１％）、「アラー

ム音がうるさい」が８名（２３％）という結果で

あった（表２）。

表２．テープ固定で気になる項目について（家族

用）
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２．テープ固定に対する看護師へのアンケート

２５名に配布し、回収率は１００％であった。「テー

プ固定を行う上で不都合があるか」という問い

に対し、２５名（１００％）が「ある」と答えた。不

都合な項目については、「固定が外れ・ずれやす

い」が２５名（１００％）、「SpO２アラームが頻回に

鳴る」が１１名（４４％）という結果が出た（表３）。

表３．テープ固定時の不都合な項目について（看

護師用）

３．固定用具の作成

テープ固定に対する看護師へのアンケート結

果から、「蛇腹が外れ・ずれやすい」という声が

最も多くあがり、家族のアンケート結果からは

アラーム音が鳴る事による「周囲への迷惑」が

最も多くあがった。この結果から、酸素治療を

有効的に行い安心して入院する為に蛇腹が外れ

にくくする固定が必要であると考えた。固定用

具作成にあたり、体動により固定が外れ、ずれ

ないよう、スタイを利用した固定用具（新固定

法）を作成した。蛇腹を固定する用具として、

誤飲防止のためにボタンは使用せず、マジック

テープのみを使用した。蛇腹は患児が引っ張る

ことで外れてしまうことが経験上多いため、ス

タイの内側で固定することで引っ張りにくく

し、更に生地の間にスポンジを挟み、摩擦抵抗

を大きくすることで蛇腹を引っ張っても抜けに

くくなるようにした。スタイの肩の部分にはマ

ジックテープを装着することで肩周りの長さが

調節できるようになっており、スタイの両サイ

ドには紐を付けることでお腹周りのサイズが調

節できるようにした。また、乳幼児は新陳代謝

が良く発汗しやすいため、スタイの素材はタオ

ル生地を選択した。

４．テープ固定との比較アンケート（家族用）

対象は、テープ固定を経験したことがある酸

素マスク装着不可の患児（０～５歳まで）の家

族１５名である。患児の平均年齢は２．１歳、最頻値

は１歳であった。「酸素の当たりやすさ」は１３

名（８７％）、「蛇腹の外れにくさ」は１４名（９３％）

が改善したという答えだった。「アラーム音が

鳴る頻度」では改善したという答えが１０名（６７

％）であった一方で、「周囲への迷惑」に関し

ては変化なしという答えが７名（４７％）であっ

た。（表４）

表４．テープ固定との比較アンケート（家族用）

５．テープ固定との比較アンケート（看護師用）

２５名中２４名回収（２４名中２名は患児を受け持っ

た事がないため無記入）、回収率９６％であった。

「外れ・ずれにくくなった」という項目に対して

は、「改善した」という答えが２０名（８３％）であっ

た。「アラーム音が鳴る頻度」でも、１６名（６７％）

が「改善した」と答えている。「訪室回数」「患児

を起こしてしまう」の項目では、ともに１７名（６８

％）が「改善した」という答えだった。（表５）
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表５．テープ固定との比較アンケート（看護師用）

�．考察
従来のテープ固定法と今回実施した新固定法

を比較すると、看護師へのアンケート結果では、

「蛇腹の外れ・ずれにくさ」の項目では、２０名（８３

％）が「改善した」という評価をしていた。家

族へのアンケート結果でも同様に、「蛇腹の外

れ・ずれ」の項目で、１３名（８７％）が改善した

と答えたことから、テープ固定法に比べて新固

定法の方が、蛇腹の外れ・ずれが減少し、固定

強度が増したと評価することができる。その背

景として、固定用具に使用したスタイと、スタ

イに施した工夫が関係しているのではないかと

考える。まず、スタイの内側に蛇腹を固定し、

患児の手が直接蛇腹に触れにくくしたことと、

蛇腹生地の間にスポンジを挟み摩擦抵抗を大き

くすることで抜けにくくなり、蛇腹のずれ・外

れの改善に繋がったと考える。また、スタイの

両サイドに紐を付けたことで体型に合わせた調

節ができることで、固定の土台であるスタイ自

体のずれも改善したと考える。乳幼児の運動発

達段階として、一般的に３～４ヶ月頃に首が座

り、５～６ヶ月に寝返り、６～７ヶ月頃に１人

座り、９～１０ヶ月頃につかまり立ち、１３～１５ヶ

月頃に１人歩き、２歳頃には走ることができる

ようになるといわれている。「蛇腹の外れ・ずれ

やすさ」の項目で年齢を問わず「改善した」と

いう回答が多かったことから、固定用具作成時

に施した工夫が患児の個々の運動発達段階に見

合ったものであったと考える。「酸素の当たりや

すさ」では、家族へのアンケート結果より１３名（８７

％）が、また「アラーム音が鳴る頻度」につい

ては、家族へのアンケートで１０名（６７％）、看護

師へのアンケートで１６名（６７％）が「改善した」

という評価をしている。その要因として、上記

でも記したように固定用具に工夫を施し「蛇腹

の外れ・ずれにくさ」が改善したことによって

得られた効果ではないかと考える。看護師アン

ケート結果にて「訪室回数」が改善されている

ことも、蛇腹の固定強度が増したこと・アラー

ムの鳴る頻度の両方が改善されたことで得られ

たのではないかと考える。アラーム音が鳴る頻

度が改善されたことに伴い、家族アンケート項

目の「アラーム音で眠れない」や、看護師アン

ケート項目の「患児を起こしてしまう」で、と

もに半数以上が「改善した」という評価であっ

た。この結果より、互いに睡眠に対する項目で

改善がみられていることから、新固定法を施行

したことでテープ固定時と比較し睡眠が確保し

やすい状況になったと考えられる。また、家族

アンケートの自由記載の欄に「ベストがかわい

いので嫌がらずに着てくれた」や「普段は嫌が

るのにベスト着用時は嫌がらなかった」という

意見が挙がった。このことから、子どもの興味

があるものを治療の中に取り入れたことで、イ

ンスピロンに対する抵抗感が低下し、受け入れ

が良くなったのではないかと考える。また、患

児への受け入れが良くなることで、患児自ら積

極的に治療を行う事ができ、有効的な酸素治療

に繋がっていくと考える。看護師アンケートの

自由記載の欄には「蛇腹が顎に当たってしまう

ことがある」や「蛇腹が固定されているため酸

素が一方方向にしか当たらない」という意見も

あった。本研究内では、今回挙がった意見に対

する新固定法の改善までには至らなかったた

め、今後改善方法を検討していく。

家族アンケートの中で、「アラーム音の鳴る

頻度」で「改善した」という評価が多かった一

方で、「周囲への迷惑」は、約半数が「変化なし」

という結果が出た。この結果は、入院が付き添
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う家族に与えるストレスも関わってくるのでは

ないかと考えられる。特に大部屋の場合は、あ

まり仕切りが無い状態で他人との共同生活を余

儀なくされているため、患児の泣き声やアラー

ム音などを気にしている家族は多く、そのため

に個室を希望される家族も少なくない。他にも

環境や日常生活の変化、患児の側をなかなか離

れられないことや、患児の病気や治療に関する

不安からストレスを感じている人は多いのでは

ないかと感じる。家族アンケートの結果からも、

「患児の側を離れられない」という項目に対して

は「改善した」という意見が多かったが、「周

囲への迷惑」・「アラーム音で眠れない」に対し

ては「変化なし」という意見が多いことから、

付き添い家族が周囲へ気を使っていることや、

付き添い者自身の疲れがあることが考えられ

る。筒井らは、「病室内で母と子が確保できる狭

い空間の中ではプライバシーが保てず、２４時間

他人の目を気にする生活を強いられている」３）と

述べている。このことから、家族はただでさえ

ストレスを容易に感じやすい環境にいるにもか

かわらず、アラーム音がなるという現象が加わ

る事で、今まで以上に周囲に迷惑をかけてしま

うという気持ちが強くなるからではないかと考

えられる。しかし、今回使用したアンケートで

は、どのような状態になれば「周囲への迷惑」

が改善すると感じるのかが評価できなかったた

め、この理由は明確にすることはできない。

最後に今回インスピロン固定法の改善を検討

し、問題となっていた固定外れ・ずれやすさは

改善したという効果は得られた。今後も継続と

して使用することで、治療効果を高めていきた

い。

�．結論
１．新固定法を実施したことで蛇腹の外れ・ずれ

が改善し、テープ固定時と比べて固定強度が

増した。

２．蛇腹の固定強度が増したことにより、蛇腹の

外れ・ずれによって生じていた問題が改善さ

れた。

３．子どもの興味があるものを治療の中に取り入

れたことで、インスピロンに対する抵抗感が

低下し、受け入れが良くなった。
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