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◎平井智美 小野笑子 木本美保

本瀬京子 尾崎美香

 気管挿管後意識のある患者に対し、苦痛の除去
と挿管チューブ自己抜去防止のため鎮静と抑制
は必要となる。

 急性期を脱した患者はウィーニングにより抜管、
又はウィーニング困難な場合は気管切開後人工
呼吸器管理の継続となる。

 ウィーニング困難な患者は、基礎疾患や人工呼
吸器装着時の年齢・脳障害にもよるが、Ａ病院
でも寝たきり患者が多くを占める。

【はじめに】
気管挿管後意識のある患者に対し、苦痛の除去と

挿管チューブ自己抜去防止のため鎮静と抑制は必要
となります。

急性期を脱した患者はウィーニングにより抜管、
又はウィーニング困難な場合は気管切開後人工呼吸
器管理の継続となります。

ウィーニング困難な患者は基礎疾患や呼吸器装着
時の年齢・脳障害にもよりますが、Ａ病院では60
～ 70歳代で寝たきり患者が多くを占めます。近年、
呼吸器病棟では早期からの呼吸リハがすすみ呼吸器
を装着した状態で離床を促すことは多くの病院で行
われていることです。

 今回、人工呼吸器に関する症例の中で
ウィーニング困難な患者のＡＤＬ拡大が著しく、
興味深い症例を経験することができた。

 この患者との関わりの過程を振り返ることで
今後の課題を見出し、より良い看護の提供
につなげる。

【目的】
今回このような呼吸器装着患者のＡＤＬ拡大が著

しい症例はＡ病院の患者ではめずらしく初めて経験
する症例でした。この患者との関わりの過程を振り
返ることで今後の課題を見出し、より良い看護の提
供につなげたいと思います。

 Ｙ．Ｓ氏 ６２歳 女性 未婚

 家族構成：８人兄妹の５番目

 既往歴：気管支喘息、重度側湾症、亀背

 現病歴：気管支喘息発作の診断でＳ病院入院中、

コントロール困難にてＡ病院救急搬送。

NPPV（V60 BiPAP）装着試みるも、酸素

化低下・意識障害出現し呼吸停止となり

入院当日に挿管、人工呼吸器（ｻｰﾎﾞS）
管理となる。

 倫理的配慮：本研究を行うにあたり本人に研究の意

図を説明し許可を得た。

【患者紹介】
患者は62歳　女性　
既往歴：気管支喘息、重度側湾症、亀背
現病歴：気管支喘息発作の診断でＳ病院入院中でし
たがコントロール困難にてＡ病院救急搬送。NPPV
装着を試みるも、酸素化低下・意識障害出現し呼吸
停止となったため入院当日に挿管され呼吸器管理と
なっています。

倫理的配慮として本研究を行うにあたり本人に研
究の意図を説明し許可を得ました。
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座りたい！！

 入院時
気管挿管後サーボＳ装着 パルス療法・抗菌薬投与
ＴＰＮ管理 鎮静と上下肢抑制

 入院１～４週
ウィーニング試みるも呼吸回数・心拍数増加
ＣＴ結果からも人工呼吸器離脱は当面困難と判断
挿管から３週目に気管切開施行 アジャストフィット8.0Ｆｒ留置

 入院５～８週
5週目 胃瘻造設 ＣＶライン抜去しＰＰＮ＋経腸栄養へ
８週目

日中抑制解除試みるも起き上がり気管カニューレ引っ張る
体動にて咳き込みあり頻回吸引必要
自己・自然抜管のリスク高くなる→固定用枕と固定用紐の作成

【経過１】
・入院時　挿管後サーボＳ装着　パルス療法・抗菌

薬投与
ＴＰＮ管理　鎮静と上下肢抑制

・入院１～４週　ウィーニング試みるも呼吸回数・
心拍数増加しＣＴ結果からも呼吸
器からの離脱は当面困難と判断さ
れ挿管から３週目に気管切開施行
されています

・５週目に胃瘻造設
・８週目頃より「座りたい」という希望強く、日中

抑制解除試みましたが自分で起き上がり気管カ
ニューレを引っ張ることで自己・自然抜管のリス
ク高くなり、体動にて咳き込まれるため頻回吸引
が必要な状態でした。そこで固定用枕の作成とカ
ニューレホルダーとは別に固定用紐を作りました。
これにより自己抜管のリスクが軽減しＮｓがずっ
とついていなくてもＢｅｄ上座位が可能となりま
した。

固定用枕
呼吸器回路の重みで下方に引っ張られるた
め、カニューレの下に枕を作ることで固定する
（気切部の瘻孔が広がらないように）。

【固定用枕】
回路の重みで気管カニューレが下に引っ張られる

ため、枕を作ることで固定できるようにしました。

固定用紐 体動にて呼吸器回路が引っ張られ
ることでカニューレも一緒に抜けな
いように。

（カニューレホルダーだけでは不十
分だったため自己抜去再発予防の
ため強化）。

【固定用紐】
体動にて回路が引っ張られることで気管カニュー

レも一緒に抜けないよう強化しました。

お風呂に入りたい！！

食べたい！！
 入院９～１８週

嚥下評価→嚥下機能問題なし
嚥下訓練食より開始しプリン食までＵｐ

サーボＳ→ベラへ変更
歯磨きセッティングすると自己にて施行

 入院１９～２０週
ウィーニングにて再検討
→高度の側湾症と亀背にて自力での呼吸・喀痰困難と
予想されるため人工呼吸器管理継続していく方針となる

自己にてオムツ交換施行

 入院２１週～
アンビューしながら機械浴施行
起立・立位保持 ポータブルトイレ移行

ベラ→ベネット５６０へ変更
ベネット５６０をＮｓが背負って介助浴施行

ＳＴ介入

ＭＥ介入

リハビリ介入

ＭＥ介入

【経過２】
・入院９～18週　「食べたい」という訴えありＳＴ

による嚥下評価後
嚥下訓練食より開始しプリン食ま
でＵｐしています
呼吸器もサーボＳ→ベラへ変更

・入院19～20週　ウィーニングにて再検討されるも
高度の側湾症と亀背で自力での呼
吸・喀痰困難と予想されるため呼
吸器管理を継続していく方針とな
ります

・入院21週～　　リハビリが進み立位保持が可能と
なり排便時はポータブルトイレ移
行されるようになりました。また
「お風呂に入りたい」という希望
も出てきて呼吸器をベラ→ベネッ
ト560へ変更することで介助浴も
可能となりました。
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「座りたい」 日中抑制解除
頻回吸引が必要なため座位時の付き添い
固定用枕と固定用紐の作成

「食べたい」 ＳＴへ嚥下評価の依頼後
嚥下チームの介入
本人の希望にそうようにＳＴ・嚥下認定Ｎｓと調整し食事形態のＵｐ

「トイレに移りたい」 リハビリの継続的な介入、本人の希望を伝える
リハビリ前後に体調などの情報提供

「お風呂に入りたい」 ＭＥとの人工呼吸器の調整、Ｄｒの協力と時間の調整

※患者の希望に速やかに対応し他職種と連携できたことでＡＤＬ拡大につながった

【訴えの傾聴】

経済的なこと自分の病気のこと、退院してからのこと、家族には迷惑をかけられないという
不安の表出があった時に許す範囲で20～30分時間を作り傾聴につとめた。患者は自分の
意思を明確に伝えることができ、口パクのみでも十分に理解できたので、お互いストレスが
少ない状態で会話できていたこともよかった。

【結果・考察１】
看護師の関わりでできたこと
「座りたい」という希望に対して

日中抑制解除
頻回吸引が必要なため座位時の付き添い
固定用枕と固定用紐の作成

「食べたい」という希望に対して
ＳＴへ嚥下評価の依頼後、嚥下チームの介入
本人の希望にそうようにＳＴ・嚥下認定Ｎｓと調
整し食事形態のＵｐ

「トイレに移りたい」という希望に対して
リハビリの継続的な介入、本人の希望を伝える
リハビリ前後に体調などの情報提供

「お風呂に入りたい」という希望に対して
ＭＥとの呼吸器の調整、Ｄｒの協力と時間の調整

このように患者の希望に速やかに対応し他職種と
連携できたことでＡＤＬ拡大につながったと考えま
す。

また訴えの傾聴として・・・
不安の表出があった時に許す範囲で時間を作り傾

聴につとめました。患者は自分の意思を明確に伝え
ることができ、口パクのみでも十分に理解できたの
で、お互いストレスが少ない状態で会話できていた
こともよかったと考えます。

気管切開後も１ヶ月程寝たきり状態であり患者から

座位の希望があるまで離床を積極的に進めることが
できなかった。

理由として・・・

・気管カニューレ自己抜去の恐れ

・体動にて咳き込み頻回、痰も多くそばを離れられない
→時間をとられてしまい他の業務ができない

・「呼吸器をつけた状態で動けるはずがない」という思い
込み、今まで経験した事のない症例であったこと

【結果・考察２】
これらとは逆に・・・
気管切開後も１ヶ月程寝たきり状態であり患者か

ら座位の希望があるまで離床を積極的に進めること
ができない現状がありました。

その理由として・・・
・気管カニューレ自己抜去の恐れ
・体動にて咳き込み頻回で痰も多くそばを離れられ

ない
→時間をとられてしまい他の業務ができない

・「呼吸器をつけた状態で動けるはずがない」とい
う思い込み、今まで経験した事のない症例であっ
たことが考えられます。

「できるはずがない」という思い
込みが最大の障害

 田中竜馬氏は

『米国のＰｅｔｔｙ医師が始めた人工呼吸器病棟では
１９６４年当時すでに人工呼吸器をつけた患者が
覚醒して座位をとっていた。つまり早期離床は決し
て高度な技術を要する医療ではない。

しかし、現実的には他職種によるチーム医療が不
可欠。ＩＣＵからの退室というような短期目標だけで
なく退院後の機能的予後まで考慮した長期的目標
をチームの一員が共有しその一環として早期離床
を実践できれば患者にとってより良い医療の提供
ができるのではないか。』

【まとめ１】
田中竜馬氏は「できるはずがない」という思い込

みが最大の障害と述べており『米国のＰｅｔｔｙ医
師が始めた呼吸器病棟では1964年当時すでに人工呼
吸器をつけた患者が覚醒して座位をとっていた。つ
まり早期離床は決して高度な技術を要する医療では
ない。しかし、現実的には他職種によるチーム医療
が不可欠。ＩＣＵからの退室というような短期目標
だけでなく退院後の機能的予後まで考慮した長期的
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目標をチームの一員が共有しその一環として早期離
床を実践できれば患者にとってより良い医療の提供
ができるのではないか』と述べています。

まさに田中氏が述べているように「出来るはずがない」

という思い込みが離床を遅らせた原因でもあったので

はないか・・・

今後の課題として・・・

 患者の訴えを待ったり、行動を制限するのではなく全
身状態に合わせて早期から先をみこした看護の提供
が必要である

 早期から他職種との連携と調整、チーム間の橋渡し
的な役割

【今後の課題】
まさに田中氏が述べているように「出来るはずが

ない」という思い込みが離床を遅らせた原因でも
あったのではないかと考えます。

今後の課題として・・・
患者の訴えを待ったり、行動を制限するのではな

く全身状態に合わせて早期から先をみこした看護の
提供が必要であるということ。

また早期からの他職種との連携や調整、チーム間
の橋渡し的な役割も大切であることを再確認できた
症例でした。

 日本呼吸療法医学会 「人工呼吸中の鎮静のためのガイドライン」

２００７ 第１章 鎮静・鎮痛のあり方

 日本看護協会 「看護者の倫理綱領」第６条[internet]．
hppt://www.nurse.or.jp/nursing/practice/rinri/pdf/rinri.pdf

 田中竜馬 「人工呼吸器装着時からの早期離床—米国の実践」

第３０４１号 ２０１３．９．２ 週刊医学界新聞

 「ちょっと役立つ話し」 http:/blog.liveddoor.jp

御清聴ありがとうございました




