
課題③t卜1

長期人工呼吸用器機トラブル対応ネットワークシステム

研究分担者：○賓藤利雄，藤村晴俊　　国立病院機構刀根山病院　神経内科

研究協力者：多田羅勝義　　　　　　徳島文理大学　保健福祉学部

藤等孝次　　　　　　　国立病院機構刀根山病院　ME管理室

【要旨】

平成21年12月から運営を開始した，人工呼吸器の不具合に関するネットワーク「長期人工呼吸用器機トラ

ブル対応ネットワークシステム」は，ネットワーク事務局に寄せられる各施設からの人工呼吸器不具合情報を
コーディネーターで管理し，その不具合情報発信や類似事例情報収集，業者との連携による対処方法の情報発

信を，各施設の臨床工学技士，リスクマネージャー，研究分担者に行い，人工呼吸器不具合に関する情報を共

有しようとするものである．本報告では，昨年度研究班会議以後にネットワーク事務局に寄せられた人工呼吸

器不具合情報をまとめる．

昨年12月から本年10月までに寄せられた不具合情事鋸ま25件，人工呼吸器の種類は9機種で，11施設から

の情報提供があった．不具合情報事例の内訳は，換気停止9例，換気停止以外の動作異常9例，アラーム異常

2例，バッテリー異常2例，呼気弁異常1例であった．また，回路破損の報告が1例あった．

事務局から発信した情報の主なものを下表に記す．発信した情報は，寄せられた事例の類似事例情報収集と，

事例に対する対策に分かれる．各施設からの類似事例の追加情報の報告はなかった．事例報告の結果・対策の

多くは単体の異常であるが，メモリーカード自主回収事例，パワーパックバッテリー回収事例は，本ネットワ
ークでの情報収集が緒となった事例である．

情報収集・発信，業者との連携から，人工呼吸器の不具合を周知する情報源として，本ネットワークは有用
である．PMDAの「医療安全情報」，国立病院機構の「国立病院機構人工呼吸不具合情報共有システム」など

と並ぶ，研究班での裏付けを必要としない形でのネットワークシステム継続・維持の方策が望まれる．

平成24年12月から25年9月の間にネットワーク事務局から発信した主な不具合情報

送信時期 �人工呼吸器 �類似事例情報収集 �事例報告の結果・対策 

平成24年12月 �機種A �換気停止 � 

平成25年1月 �機種B � �メモリーカード自主回収案内． 

平成25年3月 �機種B �呼気弁異常 � 

平成25年3月 �機種C � �パワーパックバッテリーの改修案内． PMDAホームページにも掲載された． 

平成25年4月 �機種D �アラーム異常（後に電子 基板の不具合が確認） � 

平成25年4月 �機種C �アラーム異常 � 

平成25年4月 �機種E �換気停止 � 

平成25年6月 �機種B �バッテリー認識異常 � 

平成25年7月 �機種E � �4月報告分換気停止の結果．外部コネク タへの過大な静電気による換気停止．対 策にはシリコンプラグの装着確認必要． 

平成25年8月 �機種E � �電源異常アラーム．電源供給の不安定さ に起因． 

平成25年8月 �機種F �換気停止 � 

平成25年9月 �機種G �換気停止 � 

平成25年9月 �機種D � �高分時換気量の異常．ポンプアッセンブ リー内の逆止弁折れ曲がりが原因． 

平成25年9月 �機種D � �PEEP異常．ポンプアッセンブリー内の ソレノイドバルブのシリコン膜異常が 原因． 

平成25年9月 �機種C � �換気停止．換気動作を制御するSBCボ ードの故障が原因． 



課題③一Ⅰ－2

筋強直性ジストロフィー患者の人工呼吸器の日中離脱

一経皮PCO2／SpO2モニタリングによるリスク管理T

研究分担者：国立病院機構徳島病院・四国神経筋センター　神経内科　○橋口修二（医）

（ハシグチ　シュウジ）

共同研究者：国立病院機構徳島病院・四国神経筋センターl）内科

足立克仁】）（医）、柏木節子り（医）、斎藤美穂l）（医）、川井尚臣l）（医）、

西村　卓（ME）、緒方良輔（ME）、佐藤由美（看）、安塾寿美（看）、毒見千代美（看）

【目的】進行期の筋強直性ジストロフィー（MyD）患者では、認知機能障害などのため、人工呼吸器が

日中離脱されることがある。我々は日中離脱時のリスク管理のため、経皮PCO2／SpO2モニタリングを経

時的に検討した。

【方法】対象は、当院入院中の進行期のMyD患者12例（症例1・2・3は呼吸管理なし、症例4・5は酸

素吸入のみ、症例6・7・8は終夜－NIV（non－invasiveventilation）、症例9・10は気管切開のみ、症例

11・12は終夜－TIV（trachealintermittent ventilation））である。動脈血液ガス分析、終夜経皮的動

脈血酸素飽和度（終夜SpO2）は主治医の判断で適時実施した。2012年10月～2013年7月、看護師の協

力のもと、臨床工学技士が経皮PCO2／SpO2モニタリング（1回／月、日中の2時間、連続モニタリング）

を実施した。嘆下障害の重症度、そして人工呼吸器離脱中の意識状態（覚醒・傾眠）と体位（座位・臥

位）による影響を検討し、リスク評価を行った。

【結果】症例2（歩行可能）は終夜Sp02が低下し、座位でPC02が改善した。症例3（歩行可能）は、傾

眠中にPC02が上昇し、重症の睡眠時無呼吸が確認された。症例4は、誤嘆性肺炎で入院し胃療造設、座

位でPC02が上昇した。症例5はミニトラック挿入により、PC02が80以下では呼吸停止なく、長期生存

した。症例3・8は嚇下障害が軽度にもかかわらず、PC02が上昇した。症例9は、モニタリングにより

PCO2上昇が早期に確認され、終日－TIV管理となった。症例10は終夜SpO2低下がみられたが、認知症の

ため抑制が必要であり、人工呼吸器装着が困難であった。症例11・12では日中離脱中のPCO2上昇が認

められなかった。

【考察】MyDの死因は呼吸不全が多く、呼吸障害の病態として呼吸中枢の感受性低下、呼吸筋の障害、

睡眠時無呼吸が報告されている。MyDの呼吸管理上の問題点は、呼吸状態が悪化しても呼吸困難感を訴

えることが少ない、病識が乏しい、呼吸療法の導入に協力が得られにくいことである。PCO2測定法とし

て、動脈血液ガス分析は侵襲的であり覚醒時の一時点の数値である。これに対し、経皮PCO2／SpO2モニ

タリングは非侵襲的であり、患者の意識状態・体位など種々の条件下で測定が可能なため、呼吸不全の

悪化を早期に確認できた。MyDでは、立位よりも臥位で低酸素血症が増悪するとされるが、今回の検討

では体位（座位・臥位）とPCO2変動の関連は明らかでなかった。喋下障害が軽度で歩行可能な患者でも

日中の呼吸状態の管理が必要であり、特に傾眠状態はリスクが高いと考えられた。また、終夜－NIV・終

夜一TIVの早期導入により、日中離脱のリスクが軽減されることが考えられた。

【結論】進行期のMyD患者において、10カ月連続で経時的に経皮PCO2／SpO2モニタリングを実施した。

進行期MyD患者における、人工呼吸器の日中離脱のリスク管理に経皮PCO2モニタリングは有用であり、

医師・看護師・臨床工学技士など多職種による情報共有とチーム医療が必要である。



課題③一Ⅰ・3

筋ジストロフィー病棟におけるNIPPV呼吸回路のディスポーザブル化の試み

研究分担者：独立行政法人国立病院機構下志津病院神経内科　三方崇嗣（医）

共同研究者：独立行政法人国立病院機構下志津病院

○討遠　謀岩（ME）土屋　仁（ME）本吉　慶史（医）

【目的】

当院筋ジストロフィー（以下筋ジス）病棟のNIPPVで使用する呼吸回路は、スムースボアタ

イプのリユーザブル回路を使用してきた。しかし、回路のピンホールがしばしば生じ、感

染対策上問題が起きた。この問題を解決するために、ディスポーザブル回路（以下ディスポ

回路）への変更が有効と考えた。4種類のディスポ回路の試用を試み、その後患者に使用感

について聞き取り調査をしたので報告する。

【方法・対象】

以下の4種類の回路を意思疎通可能な筋ジス患者に試用して、聞き取り調査を行った。患

者の苦痛が匂いが主であったために、2以降は特に匂いに重点をおき、聞き取り調査を行っ

た。

1．フィリップス・レスピロニクス社製Vision加温加湿器ディスポ回路（以下F回路）を2名．

（29歳，47歳）に用いた。

2．インターサージカル社製IS5809000Bディスポ回路（以下Ⅰ回路）を2名（29歳，47歳）に

用いた。

3．パシフィックメディコ社製ダブルスリーブN成人用51002792及びダブルスリーブ成人

用人工鼻51003723ディスポ回路（以下P回路）を組み合わせ、1名（27歳）に用いた。

4．カスタマイズした東機貿社製MG－277DZ（以下で回路）を4名（27～73歳）に用いた。

【結果】

F・Ⅰ回路共に独特な匂いが強く、患者達が変更を希望したため当日に交換をした。P回路

は、患者が昼食中に匂いにより、嘔気が起こり、継続使用困難なため交換をした。T回路は

試用開始から当院回路交換日の2週間まで装着が可能であった。

【考察】

筋ジス病棟NIPPV装着患者は、インターフェイスに送気されるガスを、鼻口又は鼻を介し

て常時吸入している。そのため、ディスポ回路の素材・可塑剤・安定剤の臭いが、筋ジス

患者の苦痛を伴った可能性がある。各メーカーに回路の素材・可塑剤・安定剤が何を使用

しているか、現在問い合わせ中である。匂いについての詳細は、当日に報告する。

【結論】

現時点では患者の苦痛の少ないカスタマイズしたディスポーザブルの呼吸回路を使用して

いる。医療安全上は人工呼吸器メーカーの品質管理保証が伴った状態で使用する事が望ま

しい。今回の問題点をメーカーと共有し匂いの少ない回路の製品化が望まれる



課題③・卜4

安全な人工呼吸器移動に関する取り組み

研究分担者：独立行政法人国立病院機構宮崎東病院斉田　和子

共同研究者：独立行政法人国立病院機構宮崎東病院

○池田宏奈（看）、小田宏美（看）、白川李穂（看）、米良沙織（看）、山下愛梨（看）、

日高昭子（看）、久保田彩香（看）、朝倉万紀子（看）、上野将吾（看）、片平智子（看）、

長嶺俊克（臨）、鹿田真理（看）、比嘉利信（医）

【目的】2013年9月現在当病棟では、患者40名中36名が人工呼吸器を装着している。当病棟では2013年

度より人工呼吸器装着患者のQOL向上のためベッドからの離床に力を入れており、毎週1回車椅子に移乗し

病院の敷地内などを利用し戸外の空気に触れてもらうための散歩を実施している。そこで必要となるのが人工呼

吸器の移動である。昨年までは必ず臨床工学士（以下ME）が看護師と一緒に人工呼吸器の移動を行っており、

看護師の知識不足から看護師だけで人工呼吸器移動を実施するには不安な面があると考えられた。またここ数

年、病棟で使用する人工呼吸器機種の増加も不安要素となっていた。今回私たちは、人工呼吸器移動に対す

る看護師の不安の軽減と安全な実施を目的として、人工呼吸器移動に関する勉強会とマニュアル作成を行っ

た。

【方法】1．MEによる勉強会の実施　2．人工呼吸器移動に関するマニュアル作成　3．人工呼吸器移動に関

するDVD作成　4．マニュアルをもとにした人工呼吸器移動の実施・評価　5．マニュアルの見直し6．勉強会、

マニュアル作成前後のアンケート調査（看護師対象）

【結果】1、MEによる人工呼吸器移動手順の勉強会を行い、その時撮影したビデオ内容にてDVDを作

成し、その内容を文書化し実践・修正しながらマニュアルを作成した。勉強会、マニュアル作成前のアンケ

ートでは、1）、移動手順が分からない、2）、電源を含めたコード類の接続抜去方法が分からない、3）、今ま

で経験する機会が少なく不安である等の意見が挙げられた。その為マニュアル作成時には手順に加えて

電源などのコード接続部位の写真を取り入れた。2、勉強会、マニュアル作成前後に調査したアンケートの

結果から、各人工呼吸器の移動を不安なく出来るかという質問に対し、出来ると答えた割合は、アチーバ：

31％→48％、LTV－1000：7．6％→30％、ウルトラ：57％→93％となった。特に、最近導入された2機種に関

しては、トリロジー：11％→26％、ニップⅤ：7．6％→70％と著明な増加が見られた。また、マニュアルを作成

したことで、呼吸器移動に対する不安軽減に繋がったかという質問では、100％の看護師が不安軽減に繋

がったと答えた。さらに、本年度の取り組みである呼吸器装着患者の散歩件数は昨年4～9月：21件→今

年4～9月：60件と増加した。

【考察】勉強会、マニュアル作成を実施し、人工呼吸器移動手順や接続方法を明確にしたことによって、

全ての看護師が統一した行動をすることができ、人工呼吸器移動がスムーズに行えるようになった。アンケ

ートでは看護師全員が不安の軽減に繋がったと答えており、勉強会、マニュアル作成は効果的であったと

言える。また、今まで人工呼吸器移動の経験が少なく不安があったが、今回の研究で人工呼吸器移動に

対する看護師一人一人の意識の向上に繋がり、最終的に散歩件数が増加したと考えられる。今後各ベッド

サイドにマニュアルを設置してすぐ確認出来るようにし、より安全な呼吸器移動に取り組んでいきたい。



課題③－Ⅰ・5

気管切開された筋萎縮症患者に対する

PEEP弁付き救急蘇生バックを用いた深吸気療法の効果検証

研究分担者：独立行政法人国立病院機構　広島西医療センター　福田清貴（医）

共同研究者：独立行政法人国立病院機構　広島西医療センター

○佐藤善信（理）石蔵政昭（ME）森兼竜二（理）春元康美（言）布原史翔（理）今泉正樹（理）

桑田麻衣子（理）松本和美（理）1竃】茎歩美（理）坂村慶明（理）岩中暁美（理）星井輝之（理）

【目的】

筋萎縮症患者に対する呼吸ケアとして，カファシストや救急蘇生バックを気道クリアランスや肺吸気量を保つ

目的で用いられている．しかし，気管切開された筋萎縮症患者において肺吸気量を保つことに対する効果を明ら

かにした先行研究は少ない．今回，PEEP弁付き救急蘇生バックを用いた深吸気療法をカファシストの影響を除

外するため疾絡みなどが少なくカファシストと徒手介助を加えた器械的咳介助（mechanically assisted

coughing：MC）を定期的に行っていなかった患者に限定し肺機能に対する効果を検証することを目的とした・

【方法】

研究デザインは，非ランダム化比較対照試験とした．対象は，当院入所中の気管切開をされたDuchenne型筋

ジストロフィー（DMD）2例，福山型筋ジストロフィー（FCMD）6例，筋萎縮性側索硬化症（ALS）15例の

計23例である．MACを定期的に実施していなかった群（7例）に対して，PEEP弁付き救急蘇生バックを用い

たMIC（PEEPlunginsufnationcapacity：PIC）を5秒間息溜めし10セット毎週2回の頻度で3カ月間PEEP

弁20cmH20にて，その後3カ月間30cmH20にて実施した．定期的（約週2回の頻度）にMACを実施してい

る群（16例）を対照群とした．除外基準は，他の進行性肺疾患、気胸の既往，血圧など不安定な患者，深吸気

療法に同意を得られなかった患者とした．PIC測定は，簡易流量計を用いてPEEP弁からリークするまで強制的

に送気した後，PEEP弁を外して脱気した値とした．なお，対象者には発表の趣旨を十分に説明し同意を得た．

統計解析は，介入前後と対照群とのPICの比較に分割プロットデザインの分散分析を用い，事後検定として2

標本t検定，Bonferroniの方法を選択した．統計学的有意水準は5％未満とした．統計ソフトにはSPSS17．OJfor

Windowsを用いた．

【結果】

PIC介入群において多臓器不全などにより継続不可能となった2名を除いた計21例を対象とLperprotocol

based解析を行った．ベースライン時において患者背景，PICに対して2群間に有意差は認めなかった．6カ月

間の介入後，分割プロットデザインの分散分析から交互作用（p＜0．05）を認めた．MAC群は前後比較で有意

差を認めず，PIC介入群においては，前後比較（p＜0．05），対照群との比較（p＜0．05）に対して有意差を認め

た．また，気胸などの合併症も全例認めなかった．

【考察】

6カ月間のPIC介入により2例を除いた全例においてPICの増加が認められた．気管切開された患者におい

て，長期的に肺吸気量が低下し無気肺などを呈する可能性がある．筋萎縮症患者に対する長期的な呼吸ケアにお

いて，PEEP弁付き救急蘇生バックを用いた深吸気療法は肺胞拡張を得るための方法として有用である可能性が

考えられる．



課題③－卜6

新人教育において人工呼吸器に対する看護ケアの教育方法の検討について
一指導者の人工呼吸器管理に対するアンケート調査一

研究分担者：国立病院機構広島西医療センタ一　筋ジス病棟　福田清貴（医）

共同研究者：国立病院機構広島西医療センタ一　筋ジス病棟

○加茂恒樹（看）、赤澤孝明（看）、中村美夕紀（看）、久林萌（看）、沖鈴香（看）、迫田陽子（看）、高下尚子（看）

【目的】

A病棟は38名の筋ジストロフィーや筋萎縮性側硬化症などの神経筋疾患患者が入院されており、29

名が人工呼吸器を装着・使用している。日常生活援助を行う上で、常に人工呼吸器の取り扱いながら看

護するため、新人看護師は人工呼吸器に関する知識やトラブルに対する技術を理解しておく必要がある。

筋ジストロフィー病棟では4月に人工呼吸器の基礎を教育する体制ができてきたが人工呼吸器に関し

てどこまで新人看護師が理解しているのか分からない状況である。また、人工呼吸器管理の経験年数に

差があり、5年以下の看護師の割合も32名中17名（53％）と多い。教育する看護師にも経験・知識に

差があることやマニュアルの活用ではなく、口頭での指導が多い現状がある。

前年度の先行研究において、新人当時に筋ジストロフィー患者の人工呼吸器に対しての看護ケアにお

いて困難感、克服方法が明らかになった。しかし、当院には人工呼吸器管理マニュアルは存在するが、

人工呼吸器指導に関する教育プログラムや指導マニュアルはない。そのため、筋ジストロフィー患者に

対しての人工呼吸器管理の現場教育を行うため、統一した人工呼吸器使用患者への指導ができる様な指

導マニュアルの必要性を感じた。新人看護師に対して、統一した人工呼吸器使用患者への指導ができる

様な指導マニュアルを作成するにあたり、第1段階として指導者の人工呼吸器管理に対する問題点や課

題を明らかにすることを目的とした。

【方法】

人工呼吸器管理について、人工呼吸器マニュアル活用場面、新人に対しての指導において困った場面、

人工呼吸器指導に関する指導マニュアルの必要性について独自のアンケート作成し調査を行った。

【結果】

人工呼吸器経験年数別でアンケートを集計した結果、1～5年目の看護師と比較して6年目以上の看護

師の方が人工呼吸器管理の知識・技術に不安を持っていた。また、人工呼吸器管理に関する研修・勉強

会への参加率は3～5年目の看護師は83％、6～9年目の看護師は91％と低かった。新人看護師への教育・

指導において困ったことがある看護師は25名（65％）である。困難に感じた場面、人工呼吸器管理に関す

る教育プラグラムや指導マニュアルの必要・不必要と感じている理由は当日発表します。

【考察】【結論】は当日発表させて頂きます。



課題③－Ⅱ・1

24時間人工呼吸器を長期に装着している易骨折性患者の体動時のケアの留意

点を明らかにする～2例の上腕骨骨折事例を振り返って～

研究分担者：国立病院機構新潟病院　副院長　中島　孝（医）

共同研究者：国立病院機構新潟病院13病棟

○品田葉月　シナダハヅキ（看）、中野明美（看）、村田麻衣（看）、駒沢香代子（看）、中村あい（看）、

片山恭子（看）、宮原規子（看）

【目的】

当筋ジストロフィーなど療養介護病棟では、人工呼吸器を装着し、長期臥床状態で言語的コミュニケ

ーションが取れない患者が25％を占めている。平成24年度、体動時のケアが要因と考えられる2事例

の右上腕骨骨折を経験した。両者とも言語的コミュニケーションが取れず、自ら痺痛を訴えることがで

きない。また、24時間人工呼吸器を装着しており、長期臥床状態である。本研究の目的はこの骨折症例

に対して、骨折に至った要因を分析することで、さらに、体動時のケアに着目してケアの留意点を明ら

かにすることである。また、易骨折性の定義として、加齢や閉経後の女性、長期臥床、痩せ体型などの

条件下にあり、骨粗棄化が進行し骨折しやすいこととした。

【方法】

当病棟で上腕骨骨折を生じた患者2名を対象に要因分析を行い、ケアの留意点をを明らかにする。

【結果】【考察】【結論】は当日報告といたします。



課題③一Ⅲ一2

ポータブル型人工呼吸器に使用される呼吸回路の評価【多施設共同研究】

研究分担者：国立病院機構西別府病院　神経内科　島崎里恵（医）

共同研究者：○阿部　聖司（アベ　サトシ）（ME）☆1、土屋　仁（ME）☆2、岩瀬　岳志（ME）☆3、

吉田　義明（ME）☆4、藤等　孝次（ME）★5、斎藤　雅典（ME）☆6

所属：☆1国立病院機構　西別府病院　☆2国立病院機構　下志津病院

☆3国立病院機構　長良医療センター　☆4国立病院機構　兵庫中央病院

☆5国立病院機構　刀根山病院　☆6国立病院機構　あきた病院

【はじめに】

人工呼吸器と専用回路の多くは現在ディスポーザブル（以下、ディスポ）化している。ただ、これは吸気、呼

気弁共機器に内蔵されている急性期で使用される人工呼吸器での事を指しており、神経筋疾患に多く使用されて

いるポータブル型人工呼吸器の回路においてはこの限りではない。今回、他施設間で共同研究を行いポータブル

型人工呼吸器回路の使用状況についてアンケート調査を行った。考察を加え現状を評価したので報告する。

【方法】

2013年6月～8月にかけ、分担研究施設と趣旨に賛同した国立病院機構病院に対し回路に関するアンケート調

査を行った。

調査内容としては、以下のような設問とした。

①　人工呼吸器の機種

②　回路はディスポか、リユーザブルか

③　ディスポであれば使用している回路の種類

④　現在使用している回路の長所、短所、改善点

【結果】

分担研究者の施設と、調査に協力していただいた施設は全部で13施設であった。

①について合計11機種が使用されていた。1施設当たり平均所有台数は75台（最大113台、最少40台）でポ

ータブル型人工呼吸器は平均3．8機種使用されていた。②および③について使用している回路の種類は平均3．6

種類（最大6種類、最少3種類）であり、13施設中11施設において、ディスポ回路を使用していた。④につい

て、回路の長さやとり回しとしては適当と評価する施設がある一方、長いとする施設もあり意見が分かれた。各

施設で回路の仕様や管理状況が大きく異なっていることが分かる。ディスポ回路同士を組み合わせるなど効率的

ではないとの意見もあった。

【考察】

ポータブル型人工呼吸器用のディスポ回路も発売されているが汎用性は広くない。それは吸気側単回路という

構造上呼気弁が患者側に露出しているためで、機種によって呼気弁の形状が異なっているためである。ディスポ

回路を効率よく管理するためには機種を少ない種類に集約し、その専用ディスポ回路を使用する事であるが、移

動の際のとり回しや機器トラブル対策や病状にあった選択を考えると現実的ではない。管理性の向上や回路の長

さ、コスト、汎用性をもたせるためにユーザー側の意見を考慮したディスポ回路のカスタマイズも必要ではない

かと考えられた。



課題③－Ⅲ・3

NIPPV患者における鼻マスクと鼻プラグが開口と岨囁機能に与える影響

研究分担者：国立病院機構鈴鹿病院　神経内科　木村正剛（医）

共同研究者：国立病院機構鈴鹿病院　○鈴木章久（看），須藤鈴佳（看），山舗香奈（看），

青木加奈（看），登　千夏（看），榎木保子（看），

西　治代（看），村田　武（ME），佐藤　伸（ST），

小長谷正明（医）

【研究目的】我々は、以前デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）の患者でNIPPV（鼻マスク）か

ら気管切開に移行したときに、自覚的他覚的に気管切開後に開口がしやすくなったという経験が

あり、その症例では気管切開前後の開口量を比較すると改善がみられていた。そこで鼻マスクの

二次的障害として開口障害が起こっているのではないかと考え、これを明らかにするために、複

数例で開口と阻囁機能の検討を行った。

【研究方法】対象：終日コンフォートフュージョン（鼻マスク）を装着している1名：DMD男性

28歳、夜間のみ鼻マスクを装着している3名：DMD男性23歳、筋強直性ジストロフィー（MyD）

男性51歳、ベッカー型（BMD）男性54歳。計4名で各々比較検討した。方法：①1日10分、1

0日間、鼻マスクからコンフォートライトⅢ（鼻プラグ）に変更し、鼻マスク、鼻プラグにおい

て開口定規を用い開口量を測定②岨囁力を、阻囁力判定ガム（ガム）を用い評価③患者アンケー

ト（噛みやすさ、呼吸のしやすさ、嚇下のしやすさについて5段階評価）による満足度調査④マ

スク変更前後で血中酸素飽和度Sp02を測定し、呼吸状態の変化を評価した。

【結果】鼻マスク、鼻プラグで、装着中のSp02の変化はなかった。開口量は鼻マスク25．8±15．2

mm（M±SD）鼻プラグ29．9±23．5mmであり、Paired t－teStにて有意に（p＜0．001）鼻プ

ラグで増大した。ガムの色調は1～7段階に分類評価した。検査不能だったMyDをのぞいた3例

では、鼻マスク5．5±1．4（M±SD）鼻プラグ6．0±1．9であり、Paired t－teStで有意に（p＜

0．05）鼻プラグで増大した。患者アンケート調査では、鼻プラグの方が岨囁力、開口共に満足度

が高かった。しかし、鼻プラグにおいて、1症例から「唾液を呑み込む際に空気が勢いよく入っ

てきて嘆下をするときに少し怖い」と意見があったが、その他の症例からは、鼻プラグの方が良

好であると意見が聞かれた。研究期間中に誤嘆や呼吸状態の悪化など有害事象をきたした症例は

なかった。

【考察】以前より、NIPPVを使用している進行性筋ジストロフィー（PMD）の患者で、気管切開後に

開口障害が改善し、岨囁機能が回復することが一般的に知られていた。これはマスク固定のため

のバンドが岨囁筋（唆筋、側頭筋）、開口筋（舌骨上筋群など）、下顎骨を圧迫することで、岨囁

障害および開口障害を起こすと考えられた。今回、岨囁筋、下顎骨、開口筋の圧迫を軽減すると

考えられる鼻プラグを選択し、従来の鼻マスクとの比較を行った。鼻プラグ使用時では、鼻マス

クと比べ、開口量および岨囁力に改善がみられた。NIPPVがPMD患者の開口と岨噂機能に悪影響

をおよぼしていることが示唆される。鼻プラグの方が開口量が改善したことで効果的な口腔ケア

の実施や、発声が容易になり、円滑なコミュニケーションにもつながる。また、岨囁機能の改善

で、経口摂取期間の延長の可能性も期待される。今回の研究では、症例数が少ないこと、気管切

開前後での比較検討がなされていないこと、ベルトの筋圧迫に関する客観的検証がなされていな

いため、これらについて更に検討が必要と考えた。

【結論】開口、嘆下の面から鼻プラグの方が鼻マスクより優れていた。



課題③tⅡ・4

呼吸と嚇下の協調訓練が奏功して経口摂取が可能になった筋強直性ジストロフィー

の1例

研究分担者：国立病院機構鈴鹿病院　神経内科　木村正剛（医）

共同研究者：国立病院機構鈴鹿病院　○佐藤　伸（ST），近藤　修（PT），久留　聡（医），

小長谷正明（医）

【はじめに】筋強直性ジストロフィー（MyD）患者では、一般に嘆下障害が強くなることが

知られており、一旦気管切開、胃療栄養になった患者が再び経口摂食可能となるのは難しい

と考えられがちである。今回我々は、気管切開胃療施行後のMyD患者に対し、呼吸と嚇下

の協調訓練が奏功した症例を経験したので報告する。

【経過】55歳の女性。Ⅹ年5月、呼吸困難を訴えA市民病院を受診したところ、高度のⅢ型

呼吸不全と診断され入院した。14日後に気管切開術を受け人工呼吸器管理となり、約1か月

後に胃療造設術を受けた。入院前日までは独歩可能で通常の食事を摂取していたが、集中治

療によりADLが大きく低下した状態となり、当院に転院となった。

【現症・訓練経過】転院時、ベッドで安静状態であったが、理学療法士による訓練で車椅子

座位が可能になった頃、言語聴覚士が嘆下評価を実施した。この頃人工呼吸器は昼間は外せ

るようになっていた。評価で舌運動、嘆下動作に異常はなかったが、呼吸と喋下の協調が図

りにくい状況であったので、3mlの水飲み訓練から実施した。開始1か月後、嘆下訓練用ゼ

リーを使用した。この時点の喋下造影検査（以下VF検査）で梨状裔付近に残留を認めたの

で、摂食ペースを調節する指導を行った。4か月でスナック菓子を使用し岨囁訓練を開始し、

1年後、嘩下困難者用食品を使用し摂取した。1年11か月後、W検査で異常は見られなか

ったので医師、看護師と食事環境の検討を行い、昼、夜でミキサー食を開始した。2年1か

月で形態をミキサーから軟菜に変更し、3食経口摂取に移行した。その後、明らかな異常は

見られず、摂食を継続している。

【考察・結論】MyDは気質的に訓練になじまない症例も多いが、本例のように、気管切開を

受けていて経管栄養期間が長い症例でも、訓練により呼吸と嚇下の協調を図り、かけこみ食

いを予防して摂取スピードの調節を行うことにより、経口摂食機能の改善をもたらしうると

考えられた。



課題③・Ⅱ－5

Duchenne型筋ジストロフィーにおける息溜め能力と嚇下機能との

関連性

研究分担者：国立病院機構　東埼玉病院　神経内科　中山（谷田部）可奈（医）

共同研究者：1）国立病院機構　東埼玉病院リハビリテーション科、2）慶鷹義塾

大学医学部リハビリテーション医学教室

○田島夕起子1）（PT）、近藤隆春1）（PT）、池澤真紀l）（ST）、川上途行2）（医）、

安西敦子1）（医）、和田彩子1）（医）、片平眞佐子1）（医）、里宇文生1）（医）、

大塚友吉1）（医）

【目的】Duchenne型筋ジストロフィー（以下、DMD）では呼吸機能障害の進

行と摂食・嘆下機能の低下には密接な関係があるといわれる。

DMDに対する呼吸理学療法として最大強制吸気量（以下MIC）維持や咳の最

大流量（以下CPF）測定が行われているが、特にMICに必要な息溜め能力は、喉

咽頭機能と関係し、MIC、CPFは喉咽頭機能を含めた総合的な指標とされてい

る。DMDの喉咽頭機能の特徴として、垂下造影検査（VF）において年齢と共に喉

咽頭期障害が出現すると報告されている。今回、呼吸理学療法評価とVFの喉咽

頭期との関連性を検討し、病期に応じた適切な呼吸理学療法実施に寄与するこ

とを研究の目的とした。

【対象】当院筋ジストロフィー病棟に入院又は外来受診中で、2012年11月～2013

年11月に呼吸理学療法評価と嘆下造影を実施した者を対象とした。

【方法】呼吸理学療法評価として、肺活量（以下VC）、CPF、MIC、MIC後CPF

の測定を担当理学療法士が実施した。VF結果の喉咽頭期評価である、喉頭蓋谷

残留、梨状陥凹残留、喉頭挙上、喉頭閉鎖、喉頭蓋の動き、咽頭収縮、誤嘆の

各項目を重症度別に、問題なし・軽度・中等度・重度の4段階評価とした。VF

結果の評価は、リハ医と言語聴覚士が行った。呼吸理学療法評価で、VC＜MIC

の者を息溜め可能群、VC＞MICの者を息溜め不可群として分けた。ステップ

ワイズ法でMICに影響するVFでの喉咽頭機能評価項目を抽出し、重回帰分析

を行った。Spearmanの順位相関係数を用いて、呼吸理学療法評価と喉咽頭機

能評価項目の相関分析を行った。

【結果・考察】VC＞MICの息溜め不可群において、ステップワイズ法による因

子選択の結果、MICに影響する喉咽頭機能評価項目は、喉頭蓋の動き、喉頭閉

鎖であった。MICを従属変数、喉頭蓋の動き、喉頭閉鎖を説明変数とした重回

帰分析の結果、R2＝0．98、p＜0．05でy＝－397＋0．79×喉頭閉鎖＋1．12×喉頭蓋

の動きの回帰式が得られた。相関分析ではr＝0．87、p＜0．05でMICと喉頭蓋

の動きに正の相関があった。MICに必要な息溜め能力には喉頭蓋の動と喉頭閉

鎖の影響が強く、特に喉頭蓋の動きの関与が示された。



課題③一Ⅱ・6

研究分担者

共同研究者

筋ジストロフィー患者の口腔機能訓練（機能的口腔ケア）の
取り組み継続後の報告

独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院　西田泰斗

独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院　○豊田健太（看）竹藤史人（看）

松永郁子（看）名越美奈子（看）鬼塚由大（作）藤本恭子（言）今村重洋（医）
石崎雅俊（医）

【緒言】
昨年、平成23年度からの継続研究において筋ジストロフィー患者8名に対して機能的口腔ケアを

導入し、評価した結果、経口摂取の維持及び嚇下機能低下の遅延が期待できるとともに患者の訓練
に対する意識と意欲の向上が図られた。今年度、機能的口腔ケアを継続し、対象患者の誤嚇性肺炎
の状況、栄養状態、食事形態の変化の視点で検証を試みたので報告する。

【対象・方法】
1．対象

口腔ケアシステムを導入し経口摂取している当病棟入院の筋ジストロフィー患者8名

訓練導入者（気管切開：5名、NPPV：3名）
2．方法

1）口腔ケアの実施

器質面と機能面のアセスメントを基に機能的口腔ケアを取り入れた患者個別の口腔ケアカードに

沿って実施した。
2）アセスメント

8月と10月に作業療法士、言語聴覚師、看護師で、昨年度作成した口腔機能評価表に沿って評価

した。

3）栄養状態、食事形態、誤嘆性肺炎発生状況などの変化についてカルテより情報を得る。

【結果】
栄養状態については、採血データ及び体重において訓練開始前より低下している患者が8名中1

名であるが正常範囲内であり、その他7名の患者は維持または上昇が見られた。

食事形態を維持継続出来ている患者は8名．中4名で、その他の2名は、胃療増設術を受け1日1

回のみ経口摂取を継続している。また、残り2名は期間中に気管切開術を受け、徐々に食事形態の

維持・向上が図れてきている。
誤嘆性肺炎の発生状況においては、3名の患者についで慢性的に繰り返す状況があり、そのうち2

名は、胃療増設術を行い、その後肺炎の頻度は減少した。

【考察】
患者個々の原疾患の進行により胃療増設や気管切開術を受けた患者もおり、誤嚇性肺炎について

の改善はその影響が大きいと思われるが、口腔機能訓練を継続することで、経口摂取の維持・向上

につながったと考える。また、出来るだけ経口摂取を維持・向上したいという患者の希望は強く、

栄養状態や食事形態の維持を図りながら、胃療増設が必要な状況の患者においても1日1回でも経
口摂取を継続出来ていることは評価できると考える。

【結論】
1．進行性の疾患に対し、機能的口腔ケアの継続は、経口摂取の維持向上、嘆下機能低下の遅延に

繋がり、食事形態、栄養状態も維持できる。
2．機能的口腔ケアを取り入れた事は、患者の食に対するニーズを満たすことに繋がる。



課題③一Ⅱ・7

気管内吸引時における気道内分泌物の飛沫状況調査
～神経筋疾患の気管切開者に対して～

研究分担者：国立病院機構青森病院　神経内科　今　活覚（医）

共同研究者：国立病院機構青森病院　○元木健介（看）　井口小百合（看）　小山慶信（医）

高田博仁（医）　工藤恒生（ME）　菅原嵩博（ME）

【目的】

開放式気管内吸引（以下、気管内吸引とする）実施時、飛沫汚染を防ぐため手袋・エプロン・マスク・ゴーグル（個

人防護具：PPE）を装着して実施する事が国内外の各種ガイドラインや学会で推奨されている重要な指針である。

しかし当院に入院しているような重度の呼吸障害があり強い呼気発生が困難な神経筋疾患患者群に照らし合わせた

時、飛沫汚染のリスクは低いものと考えることができるためPPEの使用を限定する事ができるのではないかと考

える。今回、神経筋疾患の気管切開者に対する気管内吸引時の気道内分泌物飛沫状況を調査し、PPEの使用方法を

中心とした管理方法を検討したい。

【方法】

2013年5月から8月の期間に筋ジストロフィーを中心とした神経筋疾患の気管切開者に対して、①呼気の有無を

確認するためにカブノメーターでCO2量の測定、②呼気のあった者に対して吸引刺激による呼気流速をピークフロ

ーメーターで測定、③水分確認紙とコバルト紙で気道分泌物飛沫による汚染を肉眼的に確認の3項目の調査を実施

した。呼気流速と飛沫距離の関係性は、各呼気流速に対する蛍光塗料混入水の飛沫距離をブラックライトで確認し

た。飛沫の肉眼的確認は気管内吸引実施時に気管切開口付近に水分確認紙をセットして測定した。また、飛沫を発

生させる事が出来る呼気流速の値を計測し比較検討の指標とした。

【結果】

対象患者56名中15名に呼気C02がカブノメーターにより確認され、この患者群は自力での呼気発生があると考

えた。この患者群の中で吸引刺激により呼気流速がピークフローメーターで確認できたものは3名おり、呼気流速

を発生する力がある患者として考えた。3名のうち1名のフロー最大値は110U血血であり他の2名は10Umh

程度であった。呼気流速のあった3名に対して飛沫による汚染を確認したところ1名に対して汚染が確認された。

なお、飛沫を発生させる事が出来る呼気流速は50Umh以上であった。

【考察】

当院における筋ジストロフィーを中心とした神経筋疾患の気管切開者に対する気管内吸引で実施者を汚染させる程

の飛沫があった者は1名のみであり、この1名は気管切開後1か月未満で、刺激による反射が強く、自発呼吸があ

る状態であった。それ以外の患者は十分な呼気と呼気流速が確認できず、飛沫汚染の可能性は極端に低いと考えら

れた。感染管理上は気管内吸引時にPPEを使用して防御することは非常に重要だが、一方でPPEの使用により業

務の煩雄性が増し、費用や廃棄料などの管理面でデメリットが発生する。今回の調査で当院入院中のような呼気発

生が困難な筋ジストロフィー等の神経筋疾患患者の気管内吸引時では、気道分泌物の飛沫が極端に少なく、飛沫汚

染リスクが低い事がわかったため、PPEの使用は限定できるものと考える。以上の結果から、感染管理上の安全性

が考慮され、費用対効果の高い自施設に適合したPPE使用環境が提供できると考える。

【結論】

呼吸筋力の低下した神経筋疾患患者に対する気管内吸引時では、気道分泌物の飛沫による汚染リスクは低いと考え

られるため、気管内吸引時のPPEは手袋を中心に使用することが自施設に適合した管理方法となると考えた。



課題⑥一1

NPPV用マスクのデータベースについて【多施設共同研究】

分担研究者　独立行政法人国立病院機構あきた病院　和田千鶴

発表者　　〇番巌　雑纂1）（ME）、

共同研究者　　本手　賢2）（ME）、滝口　尚子3）（ME）、三橋寿子4）（ME）、吉田義明5）（ME）、

西村　卓6）（ME）、津田真美7）（ME）、平良　太8）（ME）、岡野　卓1）（ME）

国立病院機構あきた病院1）、国立病院機構旭川医療センター2）、国立病院機構西多賀病院3）、国

立病院機構宇多野病院4）、国立病院機構兵庫中央病院5）、国立病院機構徳島病院6）、国立病院機

構長崎川棚医療センター7）、国立病院機構沖縄病院8）

【諸言】

筋ジストロフィー人工呼吸器使用患者には、インターフェイスマスク（マスク）によるNPPVが増加傾

向にある。それに伴い、国内で販売されているマスクの種類は多く、かつ新しいマスクも次々に発表さ

れている。しかし、その情事鋸ま、担当営業者の紹介や、関連学会の企業展示などの情報収集のみで、施

設による格差が起きている。そのため、より患者に適したマスクを知らないために、使用できない場合

が考えられる。また使用したいマスクが患者に適合するかは実際に装着しないと分からないことが多く、

カタログ紙面上の判断のみでは評価しにくいとの問題がある。そこで今回、実際に使用したマスクの種

類や評価を多施設で情報共有するため、データベース化したので報告する。

【方法】

共同研究施設で使用しているマスクのデータをマイクロソフト社エクセル⑧でデータベース化し、情報

共有できるようにした。作業期間は、平成25年5月17日にアンケート開始以来、現在も進行中である。

データベース項目は、マスク名称、メーカ名、サイズ、価格、呼気ポート有無、使用可能回路（呼気弁

付回路か呼気弁なし回路）、回路接続部径、アクセサリーとオプションの種類と価格、カタログ記載の特

徴、推奨・禁忌事項、臨床使用上の特徴、裾瘡面からの評価、装着ベルトの特徴、写真とした。データ

ベース化したマスクは、現時点で4社30種である。そのデータを、多施設共同研究に参加した全21施

設の臨床工学技士に配布した。マスクの分類は、プラグ式、鼻マスク式、口鼻マスク式、トータルフェ

イス式の4部門とした。

【結果】

マスク情報を同じ項目別に整理することで、それぞれの特徴が分かりやすくなった。データの取りま

とめに時間を要し、利用評価は現在取組み中である。

【考察】

臨床使用上の特徴を書く欄では、メーカカタログと違った視点からの評価が分かり、貴重な参考資料

となると考えられた。マスクの仕様では、呼気弁または呼気ポートの有無、また蛇管接続部径サイズが

分かり、緊急時対応の迅速化も期待できると考えられた。今後、このデータベースに発売される新しい

マスクを随時追加するため、各マスクメーカにこのデータベースの存在をアピールし、継続的に供覧で

きるようになればと考えた。



課題⑥一2

筋ジストロフィー病棟データベース

研究分担者：国立病院機構刀根山病院　神経内科　○賓藤利雄，藤村晴俊

研究協力者：徳島文理大学　保健福祉学部　　　　　夢田羅勝義

平成11年度の厚生省精神・神経疾患研究委託費「筋ジストロフィー患者のケアシステムに関する総合

的研究」班に始まる筋ジストロフィー病棟データベースは，今年度で15年目を迎える．本報告では，

1）従来のデータベース情報に加え，2）徐々に増加しつつある40歳以上のDuchenne型筋ジストロフィー

（DMD）の臨床像について検討した．

1）国立病院機構所属26施設および国立精神・神経医療研究センターの合計全国27筋ジストロフィー

医療専門施設に対し，筋ジストロフィー病棟入院患者情報記載を電子媒体で依頼し，情報を収集した．

収集する情報は，平成25年10月1日時点の筋ジストロフィー病棟入院中患者数，患者の生年月日，性，

出身都道府県，入院年月日，入院病棟，入院形凰　診断名，診断根拠，運動機能障害度，人工呼吸器導

入時期，人工呼吸器使用状況，気管切開の有無，栄養管理状況，体重などと，平成24年10月2日から

平成25年10月1日の間の把握可能な入院及び在宅患者死亡例の数，死亡原因などである．平成25年

10月15　日現在，各施設からの情報収集中であり，班会議にて今年度収集情報の解析結果を報告する．

2）【緒言】平成24年度のデータベースから，平成25年7月時点で40歳以上となるDMD患者は119例

にのぼった．その診断根拠は，1臨床情報のみ：36例，2臨床情報と筋生検（古典的病理組織学）：11例，

3臨床症状と筋生検（免疫組織学検査）：5例，4臨床情報と遺伝子検査：48例，2・4：16例，3・4：3

例と，40％の症例は，臨床情報あるいは古典的筋病理像に基づいていた．本検討では，診断の確定した

DMDの病状，治療内容を調査し，その臨床像を明らかにすることを目的とした．【対象・方法】各施設の

分担研究者を通じ，上記119名の患者を対象に，遺伝子検査結果，筋生検結果，歩行能喪失時期，心筋

症の状態・治療内容，ステロイド治療痕，脊柱固定術の有無などの情報を収集した．調査は，平成25年

8～9月に郵送による書面にて行った．【結果】平成25年10月15日現在，新規1症例を加えた合計79例

について情報を得た．診断の確定したDMDを，ジストロフィン遺伝子の変異が確認されかつ歩行能喪失

が12歳以下であるか，生検筋でジストロフィン遺伝子の発現が認められない例とすると，その数は48

例であった．2例では，遺伝子変異は確認されていたが，歩行能喪失時期が14歳とIMDに相当した．ほ

か29例は，遺伝子変異未確定，歩行能喪失時期不明などでDMD診断確定とはされなかった．DMD診断確

定48例の年齢は40．2～51．0歳（平均43．7歳）であった．人工呼吸器導入時年齢は15～40歳（平均24

歳）で，現在の呼吸状態は気管切開下人工呼吸療法23例，非侵襲的人工呼吸療法25例であった．経口

摂取は35例で保たれ，胃療などの経管栄養例は13例であった．体重は20．7～55．0kg（平均35．3kg）で

あった．心エコーの駆出率は6～69％（平均46％，n＝35）で，BNPは5．7～519pg／ml（平均52．9pg／ml，n＝33）

であった．心筋症治療では，β遮断剤16例，ACE阻害剤25例，ARB4例，利尿剤21例，ジギタリス17

例で，3剤以上併用が14例ある一方，無投薬例も9例あった．現在ステロイドを使用している例が3例

あったが，情報確認困難例を除き，ステロイド投与歴はなかった．また，脊柱固定術を施行されている

例はなかった．【考案】自然経過のままでは成人を迎えることが難しかったDMDは，集学的治療の結果と

して，40歳以上の年齢に達することが可能になった．しかし同程度の医療的介入を受けていても，長期

生存出来ないDMD例もある．長期生存例と非長期生存例の違いはどこにあるのか，これら40歳に達した

DMD例の臨床像把握を緒に今後検討すべき課題である．



プロシヾ工クト研究①－1

気管内喀疾自動持続吸引システムが神経・筋難病患者の療養に及ぼす効果の検討

第2報

研究分担者：国立病院機構長崎川棚医療センター　神経内科・臨床研究部

福留隆泰（医）
共同研究者：国立病院機構長崎川棚医療センター　看護部・療育指導室

○川下洋美（看）菅　直美（看）鈴山絵里香（看）酒谷紀子（看）馬場亜衣子（療）

【目的】

気管切開し長期人工呼吸器管理を受けている神経・筋難病患者を対象に気管内喀疾自動持続吸引シス

テム（以下持続吸引システムと略す）を導入し、用手吸引回数、吸引に関連するナースコール回数、発

熱および肺炎の頻度、抗菌薬の使用量、一目の最低SpO2値、患者の健康関連QOL（SF8）、コストにど

のような効果があるかを検討した。

【方法】

研究期間：平成24年5月～平成25年10月

対象：人工呼吸器を使用している入院中の筋ジストロフィー患者5名

観察期間：自動持続吸引システム導入前に1ケ月間調査し、導入後1ケ月後に1ケ月間調査を実施した。

方法：気管カニューレはコーケンネオブレスダブルサクションタイプを用い、疲吸引器は「アモレSUl」

を使用。当院の倫理委員会で承認を得て、患者の同意取得後実施した。

観察項目：用手吸引回数（回／目）、吸引に関連するナースコール回数（回／目）、発熱および肺炎の頻度、

抗菌薬の使用量、一目の最低SpO2値、患者の健康関連QOL（SF8）、吸引に関連するコスト

【結果】

現在3名の患者で以下の結果が得られた。

症例1：デュシェンヌ型筋ジストロフィー　34歳

症例2：デュシェンヌ型筋ジストロフィー　28歳

症例3：福山型先天性筋ジストロフィー　33歳

吸引 （回／日） �ナースコール （回／日） �発熱 �肺炎 �抗菌薬 �最低SPO2値 （％） �SF8 �コスト（円） 

症例 �導入前平均値 �36 �37．5 �4荘 ノlヽヽ �4鑑 ハヽヽ �4鉦 �90．5 �2．5 �605．5 

1 �（SD） �（±18） �（±20．5） ����（±2．5） ��（±302．8） 

導入後平均値 �7 �8．5 �4鉦 �4鑑 �4証 �85 �3 �117．7 

（SD） �（±5） �（±3．5） ����（±8） ��（±84．1） 

症例 �導入前平均値 �23．5 �18 �壬旺 ハヽヽ �無 �盤 ノlヽヽ �87．5 �2 �395．2 

2 �（SD） �（±10．5） �（±8） ����（±2．5） ��（±176．6） 

導入後平均値 �5．5 �4 �2 �無 �4旺 �86．5 �2．5 �92．5 

（SD） �（±2．5） �（±1） ����（±5．5） ��（±42．1） 

症例 �導入前平均値 �19．3 �15．2 �鹿 �盛 ハヽヽ �盤 ハヽヽ �87．3 �2．1 �324．2 

3 �（SD） �（±6．1） �（±4．8） ����（±1．1） ��（±103．2） 

導入後平均値 �8．4 �6 �盛 ハヽヽ �無 �壬旺 ノlヽヽ �90．2 �3．2 �141．1 

（SD） �（±5．4） �（±3） ����（±1．4） ��（±90．9） 

これらの症例の他に現在2名の筋ジストロフィー患者で調査中であり、当日発表予定。

【考察】
持続吸引システム導入後は、吸引回数及び吸引に関するナースコールは減少した。発熱・肺炎は発生せ

ず、抗菌剤の使用はなかった。吸引に関するコストは、導入後著明に減少した。

【結論】

持続吸引システムは筋ジストロフィー患者でも安全に導入が可能で、患者の療育環境の改善や医療コ

ストの削減にも繋がると推測される。今後、症例数を増やして検討したい。
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人工呼吸器の機種に関連したインシデントに関する研究

研究分担者：国立病院機構宇多野病院　神経内科・臨床研究部　大江田知子（医）

共同研究者：○国立病院機構宇多野病院　三橋寿子（ME）、国立精神・神経医療研究セン

ター　安田聖一（ME）、坪田佳代子（ME）、国立病院機構医王病院　岡野安太朗（ME）、

国立病院機構奈良医療センター　先田久志（ME）、国立病院機構南岡山医療センター　笠

井健一（ME）、国立病院機構大牟田病院　中岡大昂（ME）、国立病院機構熊本再春荘病院

鹿田嘉彦（ME）、国立病院機構南九州病院　田中誠（ME）、国立病院機構沖縄病院　平良

太（ME）

【目的】

日常管理上起きる種々の人工呼吸器関連インシデントを多施設から集計し解析することで、

どのような要因が最も関連しているのかについて検討する。特に、機種ごとに特定のイン

シデント発生がないか、注目したい。多施設で発生した人工呼吸器の機種による特徴的な

インシデント事例を集積・解析し傾向を明らかにする。

【方法】

1．共同研究施設において2010年8月1日～2013年7月31日の間に作成された人工呼吸器

に関連したインシデントレポートを集積する。2．インシデントレポートの背景を知るため、

背景因子各項目をデータベースに入力する。3．機種毎にインシデント事例を抽出・分類す

る。4．インシデント発生と背景因子との関連を解析する。

【結果】

施設数7施設。収集したインシデント事例より重複を除き617例を解析対象とした。人工

呼吸器の機種数は27機種であった。インシデントレベルは3b；2件（0．3％）、3a；41件（6・6％）、

2；130件（21．1％）、1；333件（54．0％）であった。呼吸器関連因子別にみると「回路」

280件（43．6％）、「人工呼吸器本体」84件（13．1％）、「電源」71件（11．1％）、「インターフ

ェース」67件（10．9％）、「加温加湿」61件（9．5％）、その他（11．8％）であった。気管切開

患者における回路関連インシデントでは、人工鼻回路、加温加湿回路それぞれ50・6％、49，4％

とほぼ同数であった。また、インシデント発生のタイミングで最も多かったものは、医療

従事者の介入後で、特に患者移動介助後に発生したインシデントは全体の23．2％を占めた。

人工呼吸器の機種別にみると、繰り返し報告された特定のインシデントは見出さなかった。

【考察】

レベル3以上の人工呼吸器関連インシデントは10％以下であった。最も多い呼吸器関連因

子は回路関連と判明した。また、患者移動をはじめとした医療従事者介入後のインシデン

トが多くみられたため、介入直後に十分な使用中点検を徹底することの重要性が改めて明

らかになった。



プロシヾェクト研究③一1

摂取栄養量とDMDの体組成～DEXA法からの検討・多施設共同研究～

研究分担者：国立病院機構刀根山病院　藤村晴俊（医）、賓藤利雄（医）

共同研究者‥国立病院機構刀根山病院　○藤村真理子（栄）、竹内由紀（栄）、高野しおり（栄）、大島千

沙（栄）、森岡　靖（栄）、西原陸生（放）、松村　剛（医）

国立病院機構下志津病院　松原若菜（栄）、加賀山智史（放）、三方崇嗣（医）

国立病院機構徳島病院　堺千賀子（栄）、高田信二郎（医）、足立克仁（医）

国立精神・神経医療研究センター　鷹羽智子（栄）、大矢　寧（医）、小牧宏文（医）

【目的】

これまでデュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下DMD）における栄養評価をDXA（二重エネルギーⅩ

線吸収法）を用いて、体組成、呼吸障害ステージ別、摂取栄養量、血液検査データとの関連性を検討し

てきた。今回、多施設共同にてデータ収集を行い検討したので報告する。

【方法】

期間；2012年8月～2013年7月

対象；入院中および外来通院中のDMD患者（対象者には内容を十分に説明し同意を得た者とする）

調査方法；以下の該当項目があるエクセル表を配布しCD－Rにてデータ回収とした。

該当項目；①栄養摂取量調査（摂取量が一定した3日間の平均値）②検査データ（血清Alb、ChE、T■Cho、

TG、Hb、TLC、CRP、BNP、Zn、VD（25－（OH）－D3）、VBl、尿ケトン体）③身体所見等（身長、

体重、BMI、体温、総心拍数、呼吸障害の程度、運動機能分類、排便状況、内服、SGA）④栄養投与方

法（経口、経腸栄養、輸液）⑤DXA（全体の脂肪量、非脂肪量、骨量）⑥推定基礎代謝量の算出（Ganpule

らの式使用、以下BMR）

統計処理方法；呼吸障害の程度（a群．呼吸器なし、b群．夜間のみNIPPV装着、C群・24時間NIPPV

装着、d群．TIPPV装着）の4群間に分けてクラスカル・ウオリス検定を用いた。

対象施設；全国27施設中、回答が得られたDXA所有施設4施設。

【結果】

対象症例61例中、欠損データを除いた42例において検討した。内訳は外来患者19例、入院患者23例。

sGAによる評価では、栄養状態良好‥29例、軽度栄養不良‥11例、中等度栄養不良、高度栄養不良：

各1例。栄養投与方法は経腸栄養（PEG・経鼻含む）：9例、経口栄養：33例。BMRは（中央値±四分

位偏差）893±64kcal、摂取エネルギー量侶MRは1．3±0．3であった。呼吸障害の程度では、a群：8例

（16±4歳）、b群‥16例（20±3歳）、C群‥10例（28±4歳）、d群‥8例（34±6歳）であった。呼

吸障害の程度と栄養補給方法では、a群‥経口栄養8例、b群＝経口栄養16例、C群‥経口栄養7例、

経腸栄養3例、d群‥経口栄養2例、経腸栄養6例と呼吸障害が重くなるにつれて経腸栄養管理患者が

増えていた。a～d群間のクラスカル・ウオリス検定の結果においてp＜0．05で有意差があった項目（a

～d群順に）は、年齢（†）、VBl（†）、ChE（C群においてJ）の3項目であった。他の項目では有意

差は見られなかった。

【考察と結論】

今回、多施設共同研究としてデータ解析した結果、VBlにおいて呼吸障害の程度が重くなればなるほど、

摂取量が有意に増加したのは、経腸栄養にて栄養剤補給であるためVBlが多かったことが考えられた。

また栄養評価指標としては前回と同様、ChEで評価することが有用だと考えられた。



70ロゾェクト研究③・2

摂取栄養量からみたDMDの栄養状態について～多施設共同研究～

研究分担者：国立病院機構刀根山病院　藤村晴俊（医）、脅藤利雄（医）

共同研究者：国立病院機構刀根山病院　○藤村真理子（栄）、竹内由紀（栄）、高野しおり（栄）、大島千沙（栄）、

森岡靖（栄）、西原陸生（放）、松村　剛（医）

国立病院機構あきた病院　野呂直子（栄）、国立病院機構東埼玉病院　藤田かほる（栄）、国立病院機構下志津病院

松原若菜（栄）、国立病院機構箱根病院　二木巨悦（栄）、国立病院機構長良医療センター　飛野矢（栄）、国立病院

機構鈴鹿病院　小林敏郎（栄）、国立病院機構医王病院　上田広美（栄）、国立病院機構宇多野病院　張由香子（栄）、

国立病院機構松江医療センター　今津健一（栄）、国立病院機構徳島病院　堺千賀子（栄）、国立病院機構大牟田病

院　原口明子（栄）、国立病院機構長崎川棚医療センター　澤部加奈子（栄）、国立病院機構熊本再春荘病院　郁答

院知佳（栄）、国立病院機構西別府病院　阿部真世（栄）、国立病院機構沖縄病院　吉丸健一（栄）、国立精神・神経

医療研究センター　鷹羽智子（栄）

【目的】

今回、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下DMD）において摂取量調査を多施設共同にて行ったため、栄養状

態と比較して摂取栄養量との関連性を検討することを目的とした。

【方法】

期間；2012年8月～2013年7月

対象；入院中および外来通院中のDMD患者（対象者には内容を十分に説明し同意を得た者とする）

調査方法；以下の該当項目があるエクセル表を配布しCD・Rにてデータ回収とした。

該当項目；①栄養摂取量調査（摂取量が一定した3日間の平均値）②検査データ（血清Alb、ChE、TLcho、TG、

Hb、TLC、CRP、BNP、Zn、VD（25－（OH）－D3）、VBl、尿ケトン体）③身体所見等（身長、体重、BMI、体

温、総心拍数、呼吸障害の程度、運動機能分類、排便状況、内服、SGA）④栄養投与方法（経口、経腸栄養、輸液）

⑤推定基礎代謝量の算出（Ganpuleらの式使用、以下BMR）

統計処理方法；呼吸障害の程度（a群．呼吸器なし、b群．夜間のみNIPPV装着、C群．24時間NIPPV装着、

d群．TIPPV装着）の4群間に分けてクラスカル・クオリス検定を用いた。

対象施設；全国27施設中、回答を得られた17施設。

【結果】

対象症例129例中、欠損データを除いた110例において検討した。内訳は外来患者20例、入院患者90例。SGA

による評価では、栄養状態良好：67例、軽度栄養不良：32例、中等度栄養不良：5例、高度栄養不良：6例。栄養

投与方法は経腸栄養（PEG・経鼻含む）：27例、経口栄養：83例。BMRは（中央値±四分位偏差）1037±97kcal、

摂取エネルギー量／BMRは1．1±0．1であった。呼吸障害の程度では、a群：18例（17±3．3歳）、b群：27例（21

±4．3歳）、C群：40例（32±5．1歳）、d群：25例（31±6．3歳）であった。呼吸障害の程度と栄養補給方法では、

a群：経口栄養18例、b群：経口栄養26例、経腸栄養1例、C群：経口栄養30例、経腸栄養10例、d群：経口

栄養9例、経腸栄養16例と呼吸障害が重くなるに連れて経腸栄養管理患者が増えていた。a～d群間のクラスカ

ル・クオリス検定の結果においてp＜0．01で有意差があった項目（a～d群順に）は、年齢（†）、摂取エネルギ

ー量（J）、脂質量（J）、炭水化物量（J）、VBl（†）、体重（C群においてJ）、BMI（C群において」）、BMR

（J）、血清Alb（J）の9項目。p＜0．05では、蛋白質量（J）、BNP（†）、Hb（C群においてJ）の3項目で

あった。他の項目では有意差はみられなかった。

【考察と結論】

今回、多施設共同研究で収集したデータを解析した結果、呼吸障害が重くなるにつれて、経腸栄養管理が増え摂取

栄養量も減少していた。VBlのみ増加しているのは経腸栄養管理において流動食の影響が考えられる。栄養評価の

指標としては摂取栄養量が減少するにつれてBMI、体重減少、血清封bが有用であると考えられた。


