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筋強直性ジストロフィー患者へのブラッシングへの取り組み

国立病暁機構雷蔵病院　0中島舞（雷）、鸞藤のどかく雷）、花田幸之く雷）、小林由紀子（雷）・

三上雅史（理）、高田博亡く匡）、今漬驚く匡）、高毘博子く歯）

【日的】

我々は、先行研究において、自分で歯磨きをしている筋強正性ジストロフィー（MyD）患者では、口腔内の汚れと上肢

の運動機能が大きく関与していることを報告してきた。そこで今臥MyD患者の口腔内の清潔保持を目的として・先の

研究で磨き残しの多かった事例を対象に、t勤歯ブラシを用いての口腔ケアについて、上肢の動かし方と磨き残しの関

連性を検肘した。

【対象・研究方法】

1．研究期間平成25年7月から4カ月間

2．研究対象当病棟入暁MyD患者のうち、r食事を自力摂軌「自力で上着のボタンをはめることが出来ない」の2つ

の条件を満たす患者4例

3．研究方法磨き残しに開し、手動とt勤歯ブラシの比較をした。評価はプラーク・コントロール・レコードくPCR）法で

行い、口腔内を6ブロックに分類した。t勤歯ブラシを用いたブラッシング方法と、前歯に関してのブラッシング方法

を指導し、PCR龍で評価した。

【結果】

PCR優は患者によりばらつきがあり、手動歯ブラシでは平均44．9％だった。t勤歯ブラシでは、平均39・4％だった○

部位に開しては、前歯の磨き残しが多かった。前歯のPCR鐘は、3例においてt勤歯ブラシを使用した方が低かったo

t勤歯ブラシ使用時の上肢の運動について、PTによる機能評価の結果、全A共遺してt勤歯ブラシの把持は垂在位

であることがわかった。手関節の攣背恩機能は個人差が大きかった。PCR優の減少幅が少なかった事例において、t

勤歯ブラシを用いたブラッシング方法の指導を行った。PCR儀は、口腔全体では低下したが、前歯に関しては高い鶴を

示した。前歯は、歯ブラシの種類に関係なく高い龍がみられたため、上肢特に前腕の一部を支点にすることと体幹を傾

けることの2点にしぼり、再度ブラッシング方法の指導を行った。その結果、前歯のPCR龍は低下した。

【考察】

前歯の磨き残しが多かったが、奥歯の磨き残しがおおむね減少したことから、t勤歯ブラシの有効性はあったと考え

る。上奥歯のPCR儀が催債だったことは、丙頬が支点となり、より歯に対してブラシが当たる力が確保されたことによる

と考えた。同柵こ、前歯のブラッシングの際にも支点を増やす事で、より歯に対してブラシの圧がかかり、PCR優の減少

に繋がった。このことから、ブラシを歯に当てる時の圧が磨き残しに関連しており、上肢の支点を増やす事でMyDのブラ

ッシングカの低下を補うことができる可能性が示唆された。

ただ、MyDに対するt勤歯ブラシの指導では、一つにポイントを絞ると、それ以外の事が疎かになる傾向が見られ、

精神的な間且が大きく関与しているのではと考えられた。手動歯ブラシは、患者にとって長年使用してきた遭臭であり、

一度獲得された手技が上手く出来るかには、上肢の遵勤機能が強く関わっている。一方、t勤歯ブラシは、多くの患者

にとって後から覚える新しい手技であり、上手く獲得できるかは、患者個々の精神的な要素が大きく関係しているのかと

患われる。以上の事から、MyD患者にとって、新たな手技を習得しなければならないような介入については、上肢の運

動機能の他に、精神的な同欄も考慮した方法の検討が必要だと考えられる。

【結論】

1、手動歯ブラシであってもt勤歯ブラシであっても、前歯に磨き残しが多い。

2、前歯の磨き残しは、上肢の支点を増やす事によって濾少する。

3、MyDでは、解剖的特龍や上肢運動機能に加え、認知機能・集中力の低下の租度などの精神的な要素を考慮して、

指導方法を考えていく必要がある。



非侵襲的陽圧換気中，吸気時に同期して食物の咽頭通過が認められた

Duchenne型筋ジストロフィーの1例

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

共同研究者：国立病院機構徳島病院・四国神経筋センターリハビリテーション科

○）IL道久美子（ST）（カワミチクミコ），植村直子（PT），宮田七（ST），谷口百合（ST），高田倍二郎（医）

【はじめに】

Duchenne型筋ジストロフィー（DMD）においては，呼吸機能障害の進行は礁下機能障害を助長するため，DMDの

呼吸と嚇下の関係を知ることが必要である．近年，非侵蕪的陽庄換気療法（NPPV）の有効性がDMDにおいても確

認されており，このNPⅣが礁下にどのように影響しているのかを検討することは重要な課題である．今回，我々は

NPPVを小児期より装着し経口摂取をしているDMD患者の礁下機能について噴下造影（VF）で評価する機会を得

たので，その詳細について報告する．

【症例】

25歳男性．13歳よりNPPVを夜間のみ導入し，15歳より24時間導入，16歳より当院来院時までBiPAPSynchrony

を使用していた．礁下能力は藤島の摂食・礁下障害能力のグレードでGr．6であり，ミキサー食と補助栄養を3食経

口摂取している。

【vF撮影条件】

VF実施時のNPPVの設定は，従庄式設定，最大吸気庄18，PEE王瑠とし，インターフェイスとしては鼻マスクを用

いた．検査食にはジュース，トロミ水，ゼリー，ミキサー食を用いた．検査時の姿勢は車椅子80度とした。

【vFの結果】

口腔期では舌は可動性に乏しく岨囁運動も大白歯のみの校合で食塊はほぼ丸のみの状態であった．咽頭期で

は舌骨拳上は極めて小さく，それに続く喉頭拳上および喉頭蓋の反転は見られなかった．さらに食道入口部でも関

大不全により，食塊は通過せず梨状喬に残留していた．しかし，続いて呼吸器の吸気相で咽頭腔が拡大し，そのタ

イミングに合わせて嚇下運動を行うことで，食道入口部が関大し梨状寓に残留していた食塊が食道へ移送されてい

た．

【考察】

今回のVFでの検討により，本例の嚇下機能は重度に障害されているが，呼吸器の加圧を利用して食塊を食道

へ送り込んでいることが明らかとなった．本例の礁下法は、′J、児期よりNPPVを導入していたことを鑑みると、緩徐進

行する礁下関連筋の筋力低下を代償する形で獲得されたものと推察された．今後，NPPVが礁下機能へどのように

影響していくか，縦断的な調査が必要である．



筋強直性ジストロフィーに対する非侵襲的陽圧換気療法の長期予後についての検討

国立病院機構　旭川医療センター　脳神経内科

吉田　亘佑、岸　秀昭、野村　健太、油川　陽子、鈴木　康博、黒田　健司、木村　隆、

箭原　修

【目的】筋強直性ジストロフィー（MyD）は筋力低下や筋萎縮、ミオトニアなどの筋症状

と多臓器障害を特徴する疾患であり、呼吸不全が生命予後に関わることが多い。しかし、

非侵襲的陽圧換気療法（MPPV）は患者の理解が乏しいため適応が困難なことが多く、有

効性を検討した報告は少ない。MyDに対するMPPVの有効性について血液ガス分析を中

心に検討する。【方法】1993年以降に当院へ入院もしく通院したMyDでMPPVを導入で

きた症例を対象とした。導入前後の血液ガス分析、自覚症状の変化について比較検討した。

【結果】MPPVは8例で導入されていた。導入の理由は呼吸不全によるCO2ナルコーシス

が1例、肺炎が1例、呼吸困難感の自覚が6例であった。血液ガス分析は1例では導入前

のみだったが、7例は前後で比較可能でありうち4例は導入後1年以上の経過時点で比較可

能だった。導入前の平均値は動脈血二酸化炭素分圧（PaCO2）61．2torr、動脈血酸素分圧

（PaO2）65．Otorr．重炭酸イオン（HCO3・）32．8mEq几Hb13．6mg／dl，Hct41・4％であ

った。導入後の平均値はPaCO254．8torT、PaO275．Otorr、HCO3◆30．3mEq／1、Hb13・1mg／dl、

Hct40．2％と改善が認められた。導入1年で比較可能だった4例では導入前PaCO257・3torr、

PaO266．8torr、HCO3・31．8mEqn、Hb12．2mg／dl、Hct40．0％に対して導入後PaCO2

53．5torr、PaO274．Otorr、HCO3・29．8mEqA、Hbll．9mddl、Hct36．8％と血液ガス分析で

の改善は持続していた。

【考察】MyDにおいてもMPPVを導入することによりガス分圧だけではなく多血傾向が

改善し、その効果は1年以上経過しても持続することが示唆された。

【結論】MyD患者においてMPPVを導入することで生命予後が改善する可能性が示唆さ

れ、多数例における前方視的な検討が必要である。



チーム医療で支える呼吸リハビリテーションⅢ

一院内藤定看護師制度の評価と定着に向けて－

発表者・共同研究者

国立病院機構西多賀病院　筋ジストロフィー病棟

○中屋敷実子（看）佐藤育子（看）　中村一美（看）

溢谷久美子（看）大石ひとみ（理）吉岡勝（医）

【目的】

筋ジストロフィー患者は，人工呼吸器装着患者が多く呼吸機能低下の進行を遅らせる為

にも呼吸リハビリテーション（以下，呼吸リハビリ）の導入が必要である。当院では，看

護師による呼吸リハビリの技術向上及び標準化を目指し，平成23年度より呼吸リハビリ

院内認定看護師制度を進めた。その結果、22名の院内認定看護師が誕生した。院内認定

看護師は，1）院内認定看護師の育成　2）呼吸リハビリの教育指導　3）呼吸リハビリの

推進等の役割を担っている。そしてその導入効果として，看護師の排疾援助のスキルアッ

プや患者の変化を感じることによるモチベーションアップに繋がっている。院内認定者講

師制度を進め約3年が経過し今後、院内認定看護師制度を定着させる為にも制度の評価が

必要と考えた。

そこで、呼吸リハビリ院内認定看護師制度の定着を目的に取り組んだ経過を報告する。

【方法】

1．対象：呼吸リハビリ院内認定看護師　22名

2．方法：1）独自のアンケートを作成し，無記名とする。

2）アンケート内容は、（1）院内認定看護師育成研修の内容と理解（2）院内認

定看護師としての役割（3）呼吸リハビリの患者に対する効果（4）院

内認定看護師制度の院内認定看護師に対する効果等の4項目を3段階

評価し単純集計する。

3）集計結果を分析し院内認定看護師制度を評価し、ガイドラインを作成す

る。

【結果日考察日結論】

上記については当日報告する。



人工呼吸器簡易説明書等の管理について

研究分担者：国立病院機構南岡山医療センター　神経内科・坂井研一（医）

共同研究者：国立病院機構南岡山医療センター　臨床工学科

○笠井健一カサイケンイチ（ME）、松永充代価）、斎藤智彦（医）

【目的】

当院では人工呼吸器個々に簡易説明書を設置している。しかし人工呼吸器装着患者の緊急・レスバイト

入院時には簡易説明書が一時的に無い場合があった。また各病棟で説明書集が作成され、内容はそれぞ

れ異なっていた。そこで院内統一の簡易説明書集についての内容・設置の検討を行った。

【方法】

当院で使用されている人工呼吸器機種（入院・在宅）の再確認を行った。機種確認後、最新の簡易説明

書・添付文書を各メーカーへ依頼した。また各病棟での取扱説明書類の調査を実施した。現状把握の後、

臨床工学科として簡易説明書集を作成し医療安全管理室会議の了承のもと各部署に設置した。

【結果】

入院・在宅を含め非侵襲的使用5機種、侵襲的使用5機種の使用があった。臨床工学科保管の添付文書

は全て最新版であったが、簡易説明書は3機種で旧版であった。取扱説明書類の調査では、新旧簡易説

明書、製造販売中止機器資料等さまざまなものが保管されていた。統一した簡易説明書集を配布したこ

とにより、現状に合った資料が整理された状態となった。

【考察】

不要な資料が無くなり簡素化されたと思われる。各病棟で現状に合った簡易説明書集が設置されたため、

人工呼吸器装着患者入院時に資料を探す労力の軽減につながると考える。臨床工学科が一元管理するこ

とにより適切な更新が行え、古い資料の残存が減るものと考える。しかし紙ベースの資料のため更新が

人力となってしまうのが課題である。今後資料の電子化が進めれば、電子カルテ等の文書管理機能を利

用した資料更新の省力化が図れ、パソコン等での閲覧や検索機能による効率的で安全な機器操作に貢献

すると思われる。

【結論】

人工呼吸器簡易説明書に関して院内統一・刷新を行った。利便性向上のため、メーカー等の協力にて資

料の電子化が進めば更新・検索等効率的な運用が期待できるものと考える。今後は人工呼吸器にとどま

らず他の医療機器に関しても実施していきたい。



当院における人工呼吸器の選定と使用推移

研究分担者：国立病院機構医王病院神経内科・RST（呼吸ケアサポートチーム）駒井清暢（医）

共同研究者：国立病院機構医王病院　RST

o詳主音靂（医）、岡野安太朗（ME）、神野利枝（M）、吉田幸（看）、高山依子（看）、

野村昌代（看）、三谷薫く看）、石本利幸（看）、土居二人（ME）、鹿田智也（理）、

桐崎弘樹（理）、山田晋也（医）、丸箸圭子（医）

【目的】

呼吸リハビリテーション（呼吸リハ）の人工呼吸療法に使用する人工呼吸器（呼吸器）は当院におい

ても時間的・空間的に複数存在する。これまでの人工呼吸療法を呼吸器の観点から僻赦して今後に役立

てるため、当院における呼吸器の選定と使用推移を調査した。

【方法】

2008年4月から2013年9月の期間において、当院での呼吸器の選定（採用・試用・不採用）の経緯、

および当院での各種呼吸器の使用推移を、後方視的に調査し、多職種的に表現した。

【結果】

2008年4月から2009年3月まで院内稼働呼吸器総数（筋ジス使用数値は口内に示す）の約50加I％

を占めた在宅型呼吸器Lに換気停止などが目立った。また配管駆動で呼吸理学療法上とADL上の制約も

大きい亜急性期用呼吸器Nと機種しの代替機種の選定を2009年に行った。ナースコール連動機能を有

する在宅型2機種と駆動源内蔵型亜急性期用3機種のスクリーニング的動作安定性評価をME室で行っ

た（ME室評価）。在宅型では、呼吸器Hは低換気量で安定せず1回換気量≧350mLで臨床試用となり、

呼気ポート型換気が可能な呼吸器TはME室評価で安定性が確認され適応制限なしに臨床試用開始とな

った。亜急性期用では、呼吸器ⅤはME室評価で納入時調整不備で不採用、臨床試用に入った呼吸器C

は呼吸器回路外れアラームの潜時が最短亜秒であることが判明し不採用となり、呼吸器HCは液晶動作

不良などの小トラブルが複数生じ臨床試用2年4ケ月を経て不採用となった。呼吸器Tと呼吸器Hは臨

床試用経過上大きな問題はないことをRST（呼吸ケアサポートチーム）で情報共有し採用となった。2010

年に筋ジス主適応の採用在宅型呼吸器Pの供用中止があり、呼吸器Hを代替とした。外付バッテリー切

替が手動なため移動時電源遮断・換気停止が頻発していた在宅型呼吸器Sに対し、内蔵バッテリー自動

切替の呼吸器Tへの代替を進めた。呼吸器Nの一部を呼吸器Tに代替できた。呼吸器Tの適応範囲が大

きくなり使用台数が増加したため、2012年から呼気ポート型在宅型呼吸器の別機種選定に入った。在宅

型呼吸器STはME室評価前にデモをRSTで行ったところ、アラーム音が聞こえにくいとの指摘があり

不採用となった。在宅型呼吸器W・亜急性期用呼吸器MはME室評価で安定性が確認されたが、前者

は呼吸器回路外れアラーム常時が長く、後者はアラーム音が聞こえにくく不採用となった。呼吸器Cの

呼吸器回路外れアラーム潜時が改良され、2013年より臨床試用を再開となった。

【考察・結論】

ME室評価とRSTでの多職種情報共有を弾力的に行うことで、目的に応じた人工呼吸器選定過程を合理

的かつ一定以上の透明性を保って行うことができた。常時多数の人工呼吸器を取り扱う施設において、

RSTのような多職種ケアチームが機種選定に積極的に関わることの有用性を議論する。



抄録の院内用注釈

人工呼吸器の略号は、以下。

呼吸器L：レジェンドエア

呼吸器N：ニューポートElOOM

呼吸器H：ニューポートHT50

呼吸器T：トリロジー100

呼吸器∨：VELA

呼吸器C：カリーナ

呼吸器HC：ハミルトンC2

呼吸器P：PLVlOO

呼吸器S：BiPAPシンクロニー2

呼吸器ST：NIPネーザルVとクリーンエアVELIA（ともに海外商品名Ste”ar）

呼吸器VV：Ⅵvo50

呼吸器M：モナールT70

BiPAPフォーカス・BiPAP－A40は、抄録では割愛した。

急性期用人工呼吸器は、今回の発表ではできれば割愛。



バッグバルブマスクによる用手換気用モデルを使用した練習の効果

国立病院機構あきた病院　0石井太士（看）鈴木智美（看）田口恵子（看）

斎藤雅典（ME）岡野卓（ME）

【目的】

A病院筋ジストロフィー病棟（以下A病棟）には人工呼吸器を使用している患者が23名おり、うち気管切開

患者が16名である。一時的に人工呼吸器を外す時にバッグバルブマスクを直接気管切開チューブにつなぎ用

事換気を行っている。バッグバルブマスクによる用手換気でA病棟のスタッフ全点が1回換気霊500mlの適正

範囲での送気ができることを目的として、用手換気練習用モデルを使用した練習を行い、その有効性について

検証した。

【研究方法】

2013年7月から9月の期臥A病院A病棟看護師22名を対象に用手換気用モデルを使用して換気量を視認

した遇1回8週間の送気練習を行い練習前後の測定値（被験者には値を表示しない）を比較した。

用手換気練習用モデルは

MMt　シリコン蘇生バッグ（村中医療器株式会社）

FERRARt S MEDICAL LlMITED　ハロースケール　換気t測定器

TEST LUNG l．OL（ms c）を使用。

これまでA病棟において、明らかに用手換気が原因で肺損傷をきたしたという事例は報告されていない。従

来の用手換気は継続し、患者が被験者となるものではない。看護師の研修により、知識・技術の向上をはかり、

その成果を患者に還元するものである。調査により得られた測定値は研究者のみが把握するものであり、個人

を特定した測定値は公表されることはない。

【結果】

対象者22名の筋ジストロフィー病棟の経験年数は平均3．7±3．5年（ト12）。男性が2名（9％）、女性が20名

（91％）。8週間での練習回数は平均7回だった。練習前の換気量は493．2±185．伽暮（300－920）、練習後の換気量

は523．2±97．7ml（380－740）だった。練習前後で適正範囲（45伽‖～550mり人数を比較すると4名から目名に有

意に増加した（t（21）＝2．751，Pく．05）。また練習前の換気量740ml以上は3名だったのが練習後は0名に減少し

た。練習後に適正範囲外だった目名のうち9名からは測定直後で数値確認前に「入りすぎたJr足りなかった」

「音でわかる」等の発音があった。

【考察】

練習後に適正範囲で送気できるようになったのは、これまで感覚で行っていた行為が、測定値を確認するこ

とで確実な技術習得につながったためだと考える。適正範囲外だった看護師のほとんどは、送気直後から過大

送気、過少送気に気づいていた。このことは練習により経験として手の実際の感覚と換気量を感じることがで

きたためと考える。換気量740ml以上の過大送気を行う看護師が0名に減少したことは、肺損傷等の重大なリ

スクが回避でき、安全な看護技術の提供に寄与すると考える。

【結論】

換気量を視認できる練習モデルを使った週1臥8週間の練習は目棟とした換気量の送気ができるようにな

ることに役に立つ。換気量を視認した練習は加圧手技の個人差を小さくすることができる。



人工呼吸器管理に関する新人教育

～知識・技術の到達度確認表作成～

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：国立病院機構西別府病院　神経内科

○西麻紗美（ニシ　マサミ）（看），宇土敏洋（看），竹島愛（看），野寄早也佳（看）

濱川弘美（看），　安西直子（看），阿部聖司（ME），島崎里恵（医），後藤勝政（医）

所属：国立病院機構西別府病院

【目的】

当病棟では患者の重症化に伴い、患者50名．中33名と半数以上が人工呼吸器を装着して

いる。また、人工呼吸器は4種類と多様であり、患者の生活に人工呼吸器は切り離せない

ものであるため、筋ジストロフィー病棟では看護師に求められる人工呼吸器管理の知識や

技術は多い。

H23年度の研究で、当病棟の人工呼吸器関連のヒヤリハット分析の結果、「新人や配置換

えスタッフに対しての教育システムが構築されていない」ということが、人工呼吸器に関

するヒヤリハットの要因の一つとして挙げられた。そこで、H24年度では人工呼吸器管理

教育について実態調査を行った。その結果、①マニュアルの活用が十分ではない、②教育

プログラムの進度と割り当てられた業務内容の不一致により、薪人らは不安がある、③各

時期において到達指標を詳細にし、知識・技術を確認していく必要がある、ということが

明らかとなった。今回、新人が出来ている部分を自覚し今後の課題を明確にするために、

知識・技術が1つ1つ確認できるよう、指導時期も合わせた人工呼吸器に関する到達度確

認表と、各項目の習得時期を明示した評価基準を作成した。

【方法】

文献を参考に当病棟に合わせた到達度確認表と評価基準を作成し、H25年度4月に当病

棟に配属された新人看護師2名を対象に到達度確認表を使用する。

【結果】【考察】【結論】

現在、調査期間中であり、結果、考察及び結論は研究発表時に報告する。



筋ジス病棟における患者QOLの向上を目指して

～療養介護アセスメントシートの作成～

研究分担者：国立病院機構西別府病院　島崎里恵（医）

共同研究者：国立病院機構西別府病院

○田中真由美（タナカ　マユミ　療）住吉聖子（療）宇野佐智（療）元杭陽介（療）

江藤加奈子（療）大石恵望（療）馬渡裕子（療）安達敏代（療）

角田美幸（看）伊坂満理子（看）島崎里恵（医）後藤勝政（医）

【目的】

平成25年3月よりA病棟は新病棟となり、患者数・スタッフの増加などにより患者の環境も変化した。人工

呼吸器装着患者や生命に関わる患者の看護ケアは、看護師が主体的に援助しているが、その他の患者のケアにお

いては療養介助員が責任を持って実施している。療養介助員の援助は、今まで個別性の高い患者においては援助

ファイルを用いていたが、その他の患者は口頭での引き継ぎや実際の患者の援助場面で方法や技術を習得してき

た。しかし、療養介助員の半数が新しく配属されたことで、患者への細かな援助が円滑にできなくなった。そこ

で、患者の援助方法を早期に把握できるように、今回援助に必要な情報を明らかにし、その結果をもとに療養介

護アセスメントシートを作成したので報告する。

【対象・方法】

対象：A病棟の療養介助員8名、期間：平成25年6月～10月、方法：アンケート調査、内容：①排泄、体位

変換・移動、コミュニケーション、食事、口腔ケア、整容、入浴、の7項目に対して療養介助員が援助する上で

必要な情報を記述方式で調査　②分析：単純集計　③療養介護アセスメントシートの作成

【結果・考察】

アンケート調査結果より排泄介助において必要な情報は、安全な車椅子からトイレへの移乗方法、トイレの座

り方、ゴム便器の挿入方法、手足の位置などの調整方法と、患者とのコミュニケーション方法であった。そのこ

とは、神経筋疾患患者は、患者の病状により筋力低下や拘締、変形の程度の違いがあり、患者個々に合わせた援

助方法で対応していること、排泄介助は毎日最低でも4・5回は行う援助であるため援助がスムーズに行われな

いと患者の苦痛が増すことになるので最も必要な情報と言える。次に休位変換・移動においては、クッションな

どを用いた体位保持や体位変換方法、移動するための四肢の保持などであった。このことは患者を安全かつ安楽

に援助する必要があるためと考える。コミュニケーションにおいては、発語ができない患者は目や口角の動き、

文字盤、番号表、伝の心等による読み取り方や機器のセッティング方法であった。患者の思いや訴えを理解し援

助することが患者との信頼関係を築く手段となるからである。上記より情報は、具体的で詳細な内容が伝わるよ

うに援助方法を写真や図示で視覚的に表す必要があると考える。

今回の調査結果をもとに日常生活援助を盛り込んだ療養介護アセスメントシートを看護師との連携を得て作

成した。このことは、来年度より新設される介護計画の作成に繋がると思われる。

【結論】

1．排泄・体位変換・移動、コミュニケーションなどの援助は患者個々に応じた具体的な情報が必要である。

2．療養介護アセスメントシートには、具体的な情報として写真や図示で視覚的に表したものを取り入れる必要

がある。



勤曇的な丁ド∧●ンかけ・乃ンこげへの取り組み

国立病院機構雷森病院0佐藤仁美（雷）田中美奈子（雷）小笠原竃子（雷）白鳥栄子（雷）

田代恵子（雷）高田博亡く匡）　今清覧（医）

【日的】

ァドハ●ンスケけランニげ（Advan¢OCarlPlanning；ACP）は患者の意思決定能力低下に償えての対応プロセス全体を示す○

当病棟でも病気の進行に伴い、人工呼吸器使用や気讐切開施行等を遭択・決断する場面が増えているため、ACP導

入が必要と考え、平成24年度は患卦豪族の皇む生活や終末鼎こ対する考え・患いを調査した。両者共に疾患の理解

は不十分で、また急変時の考え・思いが違ったそこで普段の生活の中で患者の意思を尊量するためにも、病気の進行

と共に一緒に考え選択できる機会を繰り返し持つ必要があると考えた。一方で、面職の時期、筋強直性シ◆朴ロフィー（MyD）

のように理解が難しい患者に対するけローチ方法、ス如フへの縫遇の伝達・共有方法が課員となった。効果的なACPを実

行できるように今回これらの課題に取り組み、雷雄の向上に繋げたい。

【方法】

当院入鹿中のMyD患者6名とその家族2名を対象とした。面談時期は定期検査トタを檎えた後とし、医師から病態・

病状について説明し、鳥か家族の反応を見たMyD患部二は繰り返しの説明が有効であると考え、3～4週間紺こ再度

面談を行い、考え・思いと理解度を比較した。ス如フへの経遇の伝達・共有は、医師加け・雷穫記掛サマリーに面麒内容や

患者の曹勤・希望等を具体的に妃録し、ス如刀こ共有できたかアントト鯛査した。

【結果】

1屑鉄は定期検査の時期に合わせて行った。2屈服1回目：病気の理解では、病名r知っているが富集で甘えないj4

名、症状r力が入らなくなるJ6名r治せない病丸4名、原因rわからない」6名が替えた。合併症に関しては回答が得られ

ず、医師からの説明が中心となった。食事に関しては、r食事中にむせるj尊と3名が答えた。また、必要と判断した2名に

状態悪化時に気管切開施行を希望するか確認すると、rしないJrこれを機会に考える止返事があった。生活の事では、

r食事の食べ九rむせる事への不安r補聴器が欲しいJ等が蘭けた。開始前r緊張する止宥すも、終了時にはrさっぱり

したは実線が見られ、全員が今後も面蛾を希望した。家族は病態楯状を答えられなかったが、面談中は医師の話をよ

く聞き、賞間するなど積極的な姿勢だった。面鱗2回目‥病気の理解では、病名・治療法各1名、症状4名が回答できた。

合併症に関しては3名が、食事に関しては全員が覚えていた。気讐切開の確認では気持ちの変化はなかった。また、家

族がいる時には自分の患いを話せなかったが、いない時には着せた患者もいた。3．伝達・共有方法欄棟看護師の多く

が『今回の記録で両級内容が伝わる』、陀戴内容が目に触れる比国専した一方で、『統一した記餞ができる用紙が欲

しい』という意見も多かった。

【考察】

1．今回は今までの検査デ」タを墓に両級を行った。当病棟では、患者の艇生月を基準に定期検査を行っている。それ

らのトタを櫓えて、医師から病状の説明を行う事で病気の進行に合わせた説明ができると患われる。また、曹段の生

活での希まや不安等を確認していく事で患者の意思を尊重した関わりを持つ事が出来る。2．2回の面鱗で気持ちの変

化・違いはなかったが、約1か月の期間でも自分の病気について忘れている事が多い。しかし、面験の場で覚えている

事を引き出し自由に意思表示が出来るような関わりを持つ事で、患者は自分の病気をその♯度受け入れ、希望に添っ

た生活を考えていく事が出来る。中には、家族がいる事で自分の気持ちを話せなかった患者もおり、それは家族が患者

の気持ちに気付けずに軋、青葉を投げかけてしまう事があるためであった。MyD患者は、理解がなかなか出来ず自己

決定に迷う場面が多く見受けられる。そこで、家族を含めて蕃し合い、繰り返し一緒に考えていく事は量妻である。病気

を理解し患者に関心を持ってもらう事で、より良い関係作りへも繋がる。3．アント備果より、面談内容や患者の反応を決

められた場に記入する事で情報を共有できた。しかし、紀録やサマリーへの記載は内幸は解るが見づらい、日数が経つと

見落とす尊の閉息点がある。ACPでは患者が自己決定した内容を知り、その事柄が実施されるようにス如7冊で協力し

合う事が大切になる。これらを踏まえ、記戴方法を再検肘する必要があると考える。

【結論】

1．定期検査後の面談は最新のトタが積っていたため、適切だった。2．MyD患者に繰り返し開わる事で理解を深めら

れた。3．記載方法を決める事で情報を共有できた。これらより、今回の取り組みは効果的なACPへ繋がると考える。



理学療法士との連携による筋ジストロフィー患者のポジショニングシートの作成と検証

研究分担者：国立病院機構大牟田病院　荒畑創（医）

共同研究者：大塚和洋（看）中山田重（看）夏秋晴美（看）高崎直子（看）岩永眞知子（看）

福永浩幸（理学療法士）

【はじめに】

前年度の研究でポジショニングシートの作成において必要な項目を抽出するまでには至らなかっ

た。この結果を踏まえ、筋ジストロフィー疾患の型別ではなく、患者のポジショニングの特徴や患者

の状態がわかるようなポジショニングシートを作成することで、患者にとって安楽な体位変換がスム

ーズに行えるのではないかと考えた。

また、理学療法士と連携しポジショニングシート作成時に必要な項目を作成することで統括的な患

者の状態把握が導きだせるのではないかと考え本研究を取り組むことにした。

【方法】

1）当病棟スタッフに対する体位変換に関しての意識調査02）当病棟の聞きとり可能な筋ジストロ

フィー患者に対する聞き取り調査。3）調査結果より共通する体位変換時の注意点となるポイント項

目を理学療法士と共に検討。ポジショニングシートとは「体位変換の写真、説明文、体位変換時のポ

イント、注意点を記載したものとする。

【結果】

作成前の調査結果から共通する体位変換のポイントとなる項目は、①クッションの位置、②頭、③

手、④足の位置であった。結果を踏まえ、ポジショニングシートを作成し、理学療法士に確認を行う

が、これだけでの項目だけでは、状態の変化時やポジショニングを見直していくには不十分であり、

患者の状態の評価ができるような項目が必要ではないかとの指摘を受けた。裾瘡リスクの評価、身体

面の評価、寝床環境の評価、ポジショニングの検討の評価を行えるようなものが必要と判断し、項目

を追加し理学療法士と確認を行いながら評価表の作成を行った。

作成後、現在の患者の状態を記載し、今後の患者の体位変換の変化の観察を行うことにした。ポジ

ショニングシート作成後、再調査を行い、「体位変換に対する不満を感じることがあるか」「手や足、

クッションの位置についてポジショニングシート作成前と比べて良くなったか」の問いに、良くなっ

たと回答している。

【考察】

患者の訴えをもとに個別性のあるポジショニングシートを作成することで体位変換に対する患者

のストレスは軽減できた。

しかし、今回作成したものは今の患者の状態把握しかできない。今後、患者の体位変換がどう変化

していくのか、またその方向性がどのようなものか予測がつくようなポジショニングシートが必要と

なりそのためにも、更にアセスメントを続け必要項目の抽出が必要となる。また、患者の状態の変化

時や定期的にポジショニングシートを見直し、アセスメントを継続し続けていくことで筋ジストロフ

ィー疾患の型別によるポジショニングの類似点が兄いだせるのではないかと考えられる。このことよ

り、筋ジストロフィーの型別により、どのような体位変換が必要になってくるのか予測ができるので

はないかと考える。

今回は検証まではできなかったが、今後はア　セスメントを継続しながら疾患の型別における共

通項日を見出しながらポジショニングシートの作成を行う必要がある。

【結論】

ポジショニングシート作成することで患者のストレスは軽減できた。今後は疾患の型別の共通点を

みいだしていけるようにアセスメントを継続し、ポジショニングシートの完成を目指したい。



肪ジストロフィー患者に対する看護師のストレスの実態とその対処法について
～看護師のストレス軽減に向けて～

研究分担者：国立病院機構刀根山病院　神経内科　藤村晴俊（医）斉藤利雄（医）

共同研究者：国立病院機構刀根山病院

○横山明子（看），入澤光（看），尾方美香（看），掛目浩衣（看），田中恭子（看），小山

隆義（看），大野真紀子（心理士），松村　剛（医）

大阪大学　井村修（心理士）

【緒言】

筋ジストロフィー病棟は、療養と医療を兼ね合わせており、豊かな人間性を持った看護や緻密な観察

と援助が必要となる。また、業務の繁雑さや、長期入院病棟であること、意思表示の乏しい患者や理解

力の乏しい患者への対応の困難さ等により、看護師のストレス負荷がかかりやすいと考えられる。それ

らのことを踏まえて看護師のストレスを少しでも軽減させる具体策が必要ではないかと考えた。昨年、

当院では自分たちの思いを語り合う場として「語りの会」を行ったところ、参加者は思いを表出したこ

とで、個人だけで抱えている思いではないことを共有でき、ストレスの軽減や意欲の向上に繋がった。

そこで、今回筋ジストロフィー病棟で勤務する看護師が出来るだけ参加し、筋ジストロフィー看護につ

いて話し合う場を作り、その効果を検証した。

【方法】

期間は平成25年8月～9月とし、筋ジストロフィー病棟で勤務する看護師24名を対象とした。「語

りの会」は、1回につき6～8人で実施した。評価方法は、「語りの会」の実施前後で職業性ストレス簡

易調査票、自己効力感アンケートを取り、実施前後の変化について分析を行った。

【結果】

語りの会の前、自己効力感のアンケートでは、自己効力感が低い傾向にある看護師が8割以上を占め

ていた。語りの会の後大きな変化はなかったが、ストレス簡易調査票からは、「職業の仕事の方針に自

分の意見を反映できる」「活気がわいてくる」「憂鬱だ」「仕事に満足だ」等の13項目で変化がみら

れ、職場の同僚に対して「気軽に話しができると思った」「困った時に頼りになる」と思った看護師が

「語りの会」実施後に増えていたことが分かった。「語りの会」では「普段開けないお互いの悩みや思

いを知ることが出来て良かった」や「もっと語りたかった」等、様々な声が聞かれた。

【考察】

自己効力感のアンケート結果では5名に変化がみられており、「語りの会」で自分の悩みを表出し、

お互いの思いや悩みを共有したことが各々の自己効力感に影響したと考えられる。自己効力感とは、あ

る状況や行動の実現可能性を予測したりそれをコントロールする自分自身の能力への信念と提唱され

ており、モチベーションの向上に大きく関与する。自己効力感が低い傾向のある看護師が8割以上を占

めており、自己効力感について互いに再認識し自己効力感を高めるきっかけ作りとして今後も定期的に

「語りの会」を実施していくことが必要である。また、職業性ストレス簡易調査票からは13項目で変

化がみられており、その結果から「語りの会」は看護師のストレス軽減に繋がるきっかけ作りになると

考えられる。そして、心理士の介入が皆の考えを引き出す力をもたらし第三者の重要性を感じられた。

【結論】

本研究では、一人1回の「語りの会」の実施であったためアンケート結果からは著しい変化はみられ

なかったが少しの変化はみられた。また、「語りの会」ではお互いの悩みや思いを共有でき様々な意見

が聞かれた。今後も定期的に「語りの会」を実施し、その効果を検証していくことが必要と考える。



筋強直性ジストロフィーにおける高次脳機能障害の検討

～ADAS－jcogを用いて～

あきた病院リハビリテーション科＃1　神経内科＃2

0斎藤裕美（S刊＃1　加藤亜希子（S¶＃1　田路智子（SⅥ＃1　小原講二（医）舶

阿部エリカ（医）紹　′J、林道雄（医）紹　　和田千鶴（医わ柁　　豊島至（医H紹

【目的】筋強直性ジストロフィー（以下MyD）では高次脳機能障害を高頻度で伴うことが知ら

れており，視空間認知障害や前頭葉機能障害がみられるとの報告がある。今回，認知機能検

査Alzheimer・SDiSea8eAsSeSBmentScale－COgmitivecomponen卜Japan朗eVerSion（以下

ADAS－jcog）の実施支援システム「DT－Navi」を用い，MyDの進行に伴う高次脳機能障害

の経時的変化について検討することを目的とし，初回検査の結果を報告する。

【方法】L遡象‥当院に入院中のMyD患者15名甥性9名，女性6名，平均年齢狙歳）
である。いずれも身体的・病状的に検査可能な患者を対象とした。2名は気管切開患者で，

全員右利きである。呈L＿去法‥患者の疲労感に留意し，4検査を行った。（1）ADAS－jcog‥

①単語再生②口頭言語能力③言語の聴覚的理解④自発話における喚語困難⑤口頭命令に従う

⑥手指および物品呼称⑦構成行為⑧観念運動⑨見当識⑩単語再認⑪テスト教示の再生能力の

11項目を評価した。「DT－Navi」により，各患者のデータは専用クラウドに保存される。也

塾堕：①概念化②知的柔軟性③行動プログラム④反応の選択⑤GO丑JO－GO⑤自主性の6項

目を評価し，結果記入は検査者が行った。（㊥やる気スコア（亜SDS：質問形式での得られ

た結果を検査者が記入した。（劫上記の4検査についてPea摺Onの相関係数で検定を行った。

【結果】（1）ADAS－血慮高得点ほど重症）：①単語再生平均3．3④自発話における喚語困難

平均0．1⑤口頭命令に従う平均0．3⑥手指および物品呼称平均0．1⑦構成行為平均1・9

⑧観念運動平均1．5⑨見当識平均0．8⑩単語再認平均1．4②口頭言語能力・③言語の聴

覚的理解・⑪テスト教示の再生能力は0となった。題丑建＝①概念化平均1・9②知的柔軟

性平均1．6③行動プログラム平均1．8④反応の選択平均2．1⑤GO丑寸0－GO平均1・7

⑥自主性平均3であり，前頭葉型認知症は5名となった。（3）やる気スコア：やる気憶欲）
が低下しているのは11名となった。出道：軽度うつ状態7名，中等度うつ状態6名とな

った。（5）ADAS－jcog，FAB，やる気スコア，SDSの総点に相関はなかった。総点と各項目

の検定で，ADAS－jcogの総点と相関が認められたのは⑦構成行為⑧観念運動⑨見当識，

RABの総点と相関が認められたのは③行動プログラム④反応の選択⑤GO朋0－GOであ

った。年齢と相関が認められたのはADAS－jeogの⑩単語再認だった。

【考察】今回の結果からMyD患者では，前頭葉機能障害の中でも特に運動プログラミング

や行動の抑制に障害があると考えられる。また，ADAS－j∝唱は①見当識・記憶・言語・行

為・構成能力の評価が可能②評価に時間制限がない，また，「DT－Na也は③検査者の負担

が少ないなどの点から，MyD患者の機能評価においても有効であり，今回の結果からは前

頭葉だけではなく見当識障害や構成能力低下など他の領域の障害も示唆された。また，うつ

傾向の患者が多かったが，MyDの特徴的顔貌や身体能力低下による動作緩慢によって気付

かれにくい可能性が考えられた。今回の結果からもMyD患者は広範囲な高次脳機能障害を

伴うことが示され症状の進行を予防する関わりが必要になる。例としては，過去の記憶につ
いて話してもらう回想法やカレンダー・時計などの補助手段を手がかりとして利用する見当

識訓練など，多様な手法を併用したアプローチが必要と考えられる。

【結論】MyD患者の高次脳機能評価は，精神機能評価も含めて広範囲に経時的変化を捉え

ていく必要があり，それにあわせたリハビリテーションのアプローチも考慮する必要がある。



入力補助ソフトウェアを利用した余暇活動支援の一考察

研究分担者：国立病院機構沖縄病院　神経内科　諏訪園秀吉（医）

共同研究者：国立病院機構長崎川棚医療センター　神経内科
○小林聴子（保）北島竜一（指）山田桃子（指）安里栄子（保）島田明子（保）幸原隆子（作業手）末原雅人

（医）

発表者フリガナ：コバヤシ　サトコ

【緒言】
筋ジストロフィー患者のパソコン活動支援は、コミュニケーション手段、余暇活動の拡大など様々な場面にお
いて重要な取り組みである。しかし当院では、パソコンの導入や使用するソフト・入力スイッチの検討など本

人の自主性に任せている面が大きい。また、日中離床している患者はパソコン室の機器を共同で使用している

状態である。支援する指導室スタッフ自身も情報や、技術面に不安があるという状況があり、これまでパソコ
ン支援にあまり積極的に関わっていなかった。今回、指導室スタッフが入力補助ソフトの勉強会に参加したこ

とを契機に、患者に対してパソコン支援を導入した例を通し、今後の支援の方向性を検討したので報告する0

【目的】
入力補助ソフト（ハーティーラダー）と自作スイッチを使用し、パソコン活動支援がどのくらい充実できるか検討

する。

【方法】
対象：
＜症例①＞：41歳男性　デュシャンヌ型

Stage：終日人工呼吸器使用0リクライニング式事意椅子を使札ほぼ終日臥床0
パソコン歴‥34歳頃までタッチパッドにてパソコンを使用していたがその後、症状進行のため使用不可能と

なっている。

＜症例②＞：35歳男性　デュシャンヌ型

Stage‥終日人工呼吸器使用。日中は電動車椅子にて過ごす。時間により頚椎装具使用。
パソコン歴：27歳頃までは普通のマウスを使札33歳の時に気管切開実施後、体幹筋力低下に伴い体位保

持が難しくなるなどの理由で使用不可能となっていた。

方法：以上の2症例においてハーティーラダーと手製スイッチを使用した入力支援を行った。

【結果】
＜症例①＞：インターネットを使用し好きな芸能人のHPの閲覧や、ショッピングなどでDVDやCDの購入が

できるようになり本人の楽しみが増えた。
＜症例②＞：援助者がソフトの立ち上げとスイッチの微調整を行うと、自分でネットを検索しショッピングなど

閲覧できるようになった。必要物品を自分で購入したり、疑問点を調べたりするなど・インターネットを活用
できるようになった。

【考察】
パソコン活動支援にはスタッフの知識向上が不可欠である。また、今回使用したソフトとスイッチにより、病

状が進行したために一度はパソコン操作を諦めた人も再びパソコン活動が可能になった0このような試みを応
用■継続することにより、臥床時間が長い他の患者へのパソコン活動支援につながると考える0今後、病棟の

改築が計画されており、ネットなどの環境が整ってくることが考えられるので、ベッドサイドでのパソコン活

動支援がより必要になってくると思われる。

【結論】
入力装置および入力補助ソフトウェアを用いたパソコン活動支援を2症例において行った。ハーティーラダー
と手製スイッチの組み合わせは有用であった。患者本人の状態に応じた装置を用いた支援を今後とも拡大して
いく必要がある。



筋ジストロフィー病棟の療養介助員による余暇活動への取り組み
一息者のQOL向上を目指して一

研究分担者：国立病院機構沖縄病院　神経内科　諏訪園秀吉（医）

共同研究者：国立病院機構沖縄病院　神経内科
○大城里美（オオシロサトミ）（介）宮北昌泰（介）稲福由美子（看）友利恵利子（看）

【緒言】
当病棟では病気の進行と共にADLが低下し、医療行為の増加や介助に掛かる時間が以前にも増して必要になっ
てきている。また、ベッド上で過ごす時間が増え、余暇活動や趣味の時間が減少している0今回長期療養生活

を強いられ、生活が単調になってきている患者をいろいろな方向から生活に刺激や変化を与えることで療養生

活を楽しく過ごせるようになるのではないかと考えた。

【目的】
余暇活動の取り組みの中で患者の趣味活動を一緒に探し出す過程を通じて、患者の生活の質向上を目指す0

【対象・方法】
対象：療養介助員13名　対象患者3名

方法：
1．療養介助員13名に余暇活動についてのアンケート調査

2．余暇活動の計画立案のため、看護師・療養介助員に対象患者の聞き取り調査

療養介助員による余暇活動の計画・立案と実践と評価
3．神経難病患者のQOL評価尺度表を使用し対象患者のQOLの調査と療養生活の満足度調査

4．1日の活動調査とベッドからの離床率を調査し、余暇活動の介入前と介入後の変化を比較

【結果】
1．余暇活動実施前に療養介助員に対して、『西2病棟にレクリエーションは必要だと思いますか』との問
いに、「まあまあ必要」又は「必要」と答えた職員が77％であったが、実施後は92％になった。『レク

リエーションをやってみたいと思いますか』の問いには、「やってみたい」又は「少し思う」と答えた職

員は85％であったが、実施後は92％となり、今後増やしていきたいという声があがっている0
2．患者の生活の質の変化を評価する為に、余暇活動の実施前後で神経難病患者のQOL評価尺度表と入院の

満足度を作成し評価した。QOL評価尺度は、余暇活動の実施前後でM氏では61点から89点、Y氏では
106点から113点、F氏は80点から83点と改善が見られている。

3．余暇活動の介入の結果として、M氏F氏については、こちらから声掛けする前に本人から離床を希望す

る積極的な発言が聞かれるようになった。

【考察】
日々の業務の中で、自分の時間を楽しく過ごせている患者と、上手に趣味を見出せない患者がいる事が見えて

きた。そのため趣味の時間を有効に使えていない患者へ職員から働きかける事が必要と感じた0今回、患者が

本来やりたいと思っていた事、行きたいと思っていた事を対話の中から聞き出し一緒に実行する事で患者の気
持ちに変化がみられたと考える。又、単調だった生活パターンが変わり趣味活動が増えQOL尺度も改善したこ

とから、患者の生活の質が改善されたと考えられる。療養介助員が患者にとって身近な存在だからこそ患者が

本音を話しやすい環境を作り出す事ができる。余暇活動を有効に行うには、時間を掛けて根気強く話を聞くこ
とで、患者のやりたいことを引き出すことが重要だと考える。

【結論】
1．患者のやりたいことを聞きだし、実施することで有効な余暇活動を行う事が出来た。

2．余暇活動を行い職員と関わる時間が増えることで、患者のQOL尺度や満足度が上がった0

3．患者のやりたい事を根気よく一緒に探すことが、患者の気持ちに変化を与え自主性を引き出す事に繋が
り、生活の質の向上に繋る。

4．患者と一緒に余暇活動を行う事で療養介助員の意欲向上に繋がった。



デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の認知能力に関する検討（第3報）

研究分担者：国立病院機構松江医療センター　療育指導室　峯石裕之（指）

共同研究者：国立病院機構松江医療センター　療育指導室

○有吉　博史（指）市河裕智（指）佐々木智也（指）峯石裕之（指）番田　泰子（医）

【目的】

第1報、2報において、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下DMD）の認知機能の実態を明らかに

するための調査を行った。その結果、特に短期記憶の障害が存在、内容を想起することに問題があるの

ではないかということが考えられた。今年度は、それらの問題に対してどのような教育的配慮が有用と

なるのかを検討することとした。また、近年の研究において、DⅦ）患者において、自閉的傾向が示唆さ

れてきている。当院入院患者においても同様の傾向がみられることから、自閉症のスクリーニングテス

トを行い、同様にどのような自閉的倭向のあるDMD患者に対しても教育的配慮が有用となるかを検討す

ることとした。

l対象】

第1報・2報で行った恥IS－Ⅲ成人知能検査・日本版リバーミード行動記憶検査に協力いただいた15

名のうちから、現在検討可能なDMD患者7名（全員男性、平均年齢27・1±8・49（平均±SD，以下同様））

を対象とする。

【方法】

①　自閉症スペクトラム指数（以下AQ）を用いて、自閉的傾向があるか検証する。

②短期記憶の障害に有用な教育的配慮を検討する。

③　自閉的傾向があるDⅦ）患者に対しては、自閉的傾向に対しての配慮を踏まえた教育的配慮の検討

を行う。

【結果】

平均AQは、23±6．80で、そのうち識別値（33点）をこえた患者は1名であった。各種スキルの平均

は、社会的スキルが5．71±2．75、注意の切り替えが4．28±1．6、細部への注意が3・85±1・34、コミュニ

ケーションが4．14±2．73、想像力が5±1．91であった。社会的スキルは、他のスキルにたいして自閉的

傾向が高い値を示した。また、対象患者ごとに検証していくと、社会的スキルに高い値を示す患者4名

中3名がコミュニケーションスキルにも高い値を示していることが分かった。これらの結果より、対人

コミュニケーションの困難さが考えられた。

次に、短期記憶障害、内容の想起の困難さが原因と考えられる、日常の生活や学習指導のトラブルや

嘆きを調査する。その後、それらの問題を抽出し、DⅦ）患者が本来得意とする能力を生かせる教育的配

慮、環境整備を行うことで改善するか検証することとした。

自閉的傾向を示した1名のD肥患者に関しては、上記の有用な教育的配慮・環境整備の検証と共に、

自閉的傾向への教育的配慮を行うこととした。

具体的な教育的配慮や環境整備に関しては、日常の生活や学習指導・生活において、ホワイトボード

を用いて視覚的に見てわかりやすいように課題や指示を一つ一つ提示した。また、D抑患者が日常利用

頻度の高いパソコン・携帯電話・ICレコーダーなどを視覚的な手段として実際に使用し、想起しやすい

環境作りを行った。自閉的傾向を示した患者に関しては、特性を把握したうえで、共通の声掛け、環境

整備を行った。現在、教育的配慮は検証中のため、これらの結果を改めて、当日報告することとする。



療養介助員受け持ち制を導入しての効果

国立病院機構下志津病院

石橋勇治（療）　山口克己（看）松村由美（看）三方崇嗣（医）

【目的】

患者の病状や社会的背景を考慮した、より充実したケアを実施することを目的に療養介

助員による患者受け持制を導入した。

【方法・対象】

対象受け持ち患者は当院入院中の筋ジストロフィー患者六名。療養介助員各一名に対し

患者一名とした。家族の面会が少ない人など療養介助院によるケアが必要な方を優先的に

選定した。

療養介助員が看護師とともにケアの年間計画を立案し、過二回一回30分の個別ケアを実

施した。

介助員と看護師でカンファレンスを行い、介助員のケアに対する評価を各々に聞き取り

調査を施行した。

各受け持ち患者に対しインタビュー形式で感想を聞き取った。

【結果】

介助員からの感想は以下のようであった。

・ケア計画・立案時に看護師より意見を聞くことで、より受け持ち患者の状況にあった

ケア計画を立てることが出来た。

・カンファレンスが多職種での情報交換・情報共有の場になった。

・ケアの質をより高める勉強意欲が湧いた

看護師からは患者観察や医療ケアの視点に良い影響を与えたとの感想があった。

患者からは声掛けや物事を依頼しやすくなったとの感想があった。

【考察】

受け持ち患者制を導入することで、より個人に対応したケアを実施することが可能とな

り、それが患者の満足度を高めたと思われる。介助員のみならず看護師の患者対応への変

化も認めており、職種間の情報共有が有効であった可能性がある。カンファレンスで、各

職種の意見やアセスメントを聞くことにより、療養介助員はアセスメントの方法を学ぶき

っかけとなり、次のケアに結び付けられるようになった。ケアの質を高めたいとの気持ち

が学習会の開催につながった。



療養介護病棟おける生涯発達に関わる日中活動支援の課題への取り組み

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　療育指導室

○海津恵子　カイヅケイコ（保）、大橋　就（保）、横関光子（保）、木下佐柄子（保）、高橋真書彦（指）

【目的】
「生涯発達」とは人の一生をその時々の年齢に相応しい成長を遂げるものとして連続的に捉え、生涯

を一連の人間発達のプロセスとして捉える考え方で、近年障害者や高齢者への支援で注目されている0

平成23年に筋ジストロフィーなどの療養介護病棟での「生涯発達に関わる日中活動支援の現状と課

題」を報告し、①生涯発達に係る支援が十分でないこと、②計画的・継続的な支援方法の検討、③患者

のニーズや関わりの必要性の情報発信、④幅広い協力体制の構築などの課題が明らかとなった。今回業

務改善に加え、気管切開している患者が自己吸引を希望し、その実現に向けた支援事例を紹介しながら、

課題改善の取り組みのあり方を検討したので報告する。

【方法】

当院の筋ジストロフィーなどの療養介護病棟で勤務する保育士の業務調査を再度実施し、生涯発達に

関わる日中活動支援に費やす時間と支援目標を割り出し前回と比較した。また課題への取り組みは、療

養介護事業における評価会議・個別支援計画書、ケース検討会を通して改善を試みた。

【結果】

平成23年当時、保育士4名の「生涯発達に関わる日中活動支援」時間は一目平均37分で、全体の
7，9％であったが、今回同時期の調査では79分、17％と増えた。また個別支援計画書に係るモニタリン

グや作成を含む活動準備は、2時間17分、27％から2時間48分36％に増やすことが出来た。支援目標

については、大きな変化は認められず、「生活経験を豊かにする」「意欲を持って考え決定し行動する」
「協調性・社交性を身につけ人とうまく付き合える」等が多くを占めていた。また、気管切開している

患者が疾の自己吸引を希望した事例では、個別支援計画の評価会議を踏まえ検討会を設けることで、「自

分で出来ることは自分でしたい」「活動の幅を広げたい」と言う患者の思いに添って、「意欲を持って考

え決定し行動する」「生活経験を豊かにする」と言う患者に対する保育士の生涯発達に関わる観点で支

援したい旨を情報発信する機会とした。今回紹介したケースは、現在まだ検討途中である。

【考察】
生涯発達に関わる日中活動支援時間を増やせたのは、患者個々の生涯発達に係る支援目標に基づいた

関わりをより意識した事、また療養介護事業における個別支援計画書に支援を明記し時間を保証したこ

とが大きな要因だったと考えられた。今後患者の個別性を尊重した要望を個別支援計画に反映できるモ
ニタリングカの向上が課題であり、生涯発達に関わる支援目標に基づいた支援ケースを増やし充実させ

ていきたいと考えている。また、個別支援計画の評価会議や検討会は、保育士の生涯発達に関わる支援

の観点を情報発信する重要な機会と考えられた。疾の自己吸引を希望した患者への一連の支援は、療養

介護事業における典型的な支援システムの事例と言える。生活支援員である保育士は、患者一人一人の

生涯発達に関わる支援目標を基に、患者自身がどの様に生き、生活したいのか、その意向に添ったきめ

細かな支援を行い、今回紹介したような事例をもっと増やしていきたいと考えている。しかし福祉サー

ビス事業所として「療養介護」における支援の考え方がスタッフに十分理解されていない側面があり、

院内学習会も開始されたところであるが今後も継続的に実施していく必要性があると考えている。

【結論】

①個別支援計画書に支援を明記し、時間を保証したことで支援の時間を増やすことができ、継続的・

計画的な支援が出来るようになった。今後は、モニタリングカ向上が課題であると考えられた。

②療養介護事業における個別支援計画の評価会議やケース検討会は、保育士が生涯発達に関わる支

援の観点を基に日中活動を支援している事を情報発信する重要な機会であると考えた。

③今後障害福祉サービス事業所として療養介護における支援のあり方を関係スタッフに理解しても

らうための取り組みを継続的に行う必要性があると思われた。

参考文献：「療養介護における生涯発達に関わる日中活動支援の現状と課題」

（平成23年度筋ジストロフィー診療における医療の質の向上のための多職種協働研究班）



筋ジストロフィー病棟におけるNST活動を開始して

研究分担者：独立行政法人国立病院機構　新潟病院　中島　孝

共同研究者：独立行政法人国立病院機構　新潟病院　栄養管理室

○早川明子　ハヤカワアキコ（栄）、長澤祐美（栄）、河内梢（栄）、金谷洋（医）、三吉政道（医）、

田中陽平（医）

【はじめに】

当院では、平成23年8月より全病棟を対象としてNST活動を開始した。筋ジストロフィーなど療

養病棟においてNSTに依頼される症例としては、体重減少、経管栄養実施時の下痢・嘔吐が主なもの

である。この中でNSTとして2年近く関わった症例についてと、ここから得られた今後の検討課題に

ついて報告する。

【症例と経過】

40歳、男性、Duchenne型筋ジストロフィー、寝たきり、TPPV使用、身長170cm。栄養ルートは経鼻

からの経管栄養：エネルギー950kcal／日、たんばく質43g／日。平成23年4月に肺炎を発症LTPN

管理となり、肺炎治癒後5月30日より経管栄養を再臥腹痛等の腹部症状の訴えがあり、肺炎発症前

の栄養量までもどす事ができていない状況であった。平成23年3月：34．7kg→7月28kgと減少。平成

23年8月よりNSTが介入することとなった。NST介入時の状態＝体重27．2kg、BMI9・4、血清アル

ブミン（ALB）3．8。NSTとしての方針は、体調が良好であった時期の体重（38．6kg）を目標として回

復をはかるための栄養量の増量、栄養ルートの見直し（経鼻→胃ろう）を行うこととした。患者自身も

体重に減少を気にしており、栄養量を増やしていくことについては同意を得られたが栄養ルートの見直

しについては拒否的であった。その後、担当医・病棟スタッフのはたらきかけもあり平成23年10月に

胃ろうを増設、栄養量はハイカロリータイプの栄養剤も取り入れて1450kcal／日（平成23年11月）と

なったところから体重の増加がみられた。平成24年1月休重31．2kg、甜110．7、血清アルブミン（ALB）

4．1。しかし、平成24年2月18日より腹満・嘔気等の腹部症状が出現したため以降はTPN管理とな

った。何度か経管栄養の再開を試みたが変更までに至らなかった。1440kcal／日で管理し、体重は24年

3月：31．9kg→24年6月：34．1kg→24年10月：40kg→25年2月42．6kgと増批　目標体重を大幅に上

まわったことから間接熱量計による測定を実施（安静時代謝量824kcal）し、TPNの内容を調整した。

【考察・結論】

NST活動の中で、栄養状態を評価し、介入初期の栄養量の増量については、患者からの胃ろうの増

設・栄養剤の変更等に対しての不安を受け止め、実施後の感想・要望を聞き取り、取り入れていく事に

ょり順調に進めていくことができた。腹部症状が強くなりTPN管理となってからは、穏やかな療養生

活を過ごしていくための栄養管理のあり方について考えさせられた。体重減少後に回復させていくうえ

での目標体重をどのように考えて設定していくかが今後の課題となった。



筋ジストロフィー患者の血中カルニチンに関する検討

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）（シマザキリエ）

共同研究者：国立病院機構西別府病院　阿部真世（栄）、源美智子（検）、唐原和秀（医）、

花岡拓哉（医）、石川知子（医）、後藤勝政（医）　菊池博（医）

【目的】平成24年度の筋ジストロフィー松尾班　班会議において、大牟田病院より長期経

管栄養中のDMD患者におけるカルニチン欠乏について報告がなされた。当院においても、

長期経管栄養を実施している筋ジス患者が多数入院している。これらの患者においてカル

ニチン欠乏が懸念されることから、血中カルニチン等の計測を行った。また、経口摂取を

しているDMDでは喫食率が低い患者が多いことより、同様の計測を行った。

【方法】対象は当院療養介護病棟に入院している筋ジストロフィー患者　名。経管栄養患

者　名、経口摂取患者　名。年齢、BMI、経管栄養実施期間、経口摂取の平均喫食率につ

いて検討した。それぞれの患者において、刃b，NH3，BS，BNP血性カルニチン濃度（総力

ルニチン、遊離カルニチン、アシルカルニチン）を測定し、長期経管栄養によりカルニチ

ンが欠乏している患者に対してはし－カルニチン製剤投与前後で比較検討した。また、経口

摂取をしているDMD患者においても同様の計測を行った。

【結果】経管栄養のDMD患者、その他の筋ジス患者、経口摂取のDMD患者の検査結果

は表の通りであった。経管のDMDでは全例でカルニチン低値であった。経口のDMDで

は1例が著明低値、5例で軽度低下していた。その他の筋ジスでは抗てんかん薬服用の1

名が著明に低下、6名で軽度低下を認めた。経管栄養の患者15名にLカルニチン製剤を投

与し、全例でカルニチン濃度は正常化した。
－ ��年齢（歳） �8Ml �期間 �総 力ルニテン �遊離 カルこチン �アシル カルニテン �BS �NH3 �BNP 

基準値 �� ���45～91 �36～74 �6～23 � �0～70 �0一一20 

DMD （20） �経管（9） �29．2 �15．5 �47か月 �18．29 �15．69 �2．6 �97 �56 �29．67 

軽口（11） �26．7 �13．96 �　　／ �44．41 �36．25 �8．16 �118 �59．7 �25．48 

その他 �経管（7） �49．9 �19．17 �66か月 �27．13 �2乙44 �2．7 �102 �52．3 �7．5 

【考察】DMDでは、経管・経口グループ間でBMIに差はなかったが、カルニチン濃度は

経管栄養患者で著明に低下していた。DMD以外の筋ジスにおいても、経管栄養患者はカル

ニチンが低下していた。今回の検討では、カルニチン低下に起因すると考えられる臨床検

査異常は認めなかった。全例でカルニチン製剤投与により、速やかに正常化した。

【結論】長期経管栄養のDMD患者においては、カルニチン濃度が著明に低下している患

者が多く存在した。近年カルニチン欠乏により、透析患者で脂肪酸代謝異常に伴う蛋白異

化により骨格筋の減少、低血糖、心機能低下などの可能性が示唆されている。筋崩壊を主

症状とする筋ジス患者において、カルニチンは重要な生体内成分である可能性がある。薬

品による補整が可能であるため、低下が疑われる症例には推奨すべき治療と考えられた。



長期経管栄養中の神経筋疾患患者のカルニチン欠乏の現状について

研究分担者：国立病院機構大牟田病院　神経内科　荒畑創医師（医）

共同研究者：国立病院機構大牟田病院　栄養管理室

○上野佳代子（栄）・田追任那（栄）・干上みどり（栄）・原口明子（栄）

【目的】

長期経管栄養中の筋萎縮のある神経筋疾患患者と、筋萎縮のない神経疾患患者での

血清遊離カルニチン濃度の比較検討を行ったので報告する。また、L－カルニチンを

投与した患者の臨床症状の変化についても検討を行ったので併せて報告する。

【対象・方法】

対象は、当院入院中で長期経管栄養中の筋萎縮のある患者29名（筋ジストロフィ
ー17例、筋萎縮性側索硬化症（以下ALS）12例）、筋萎縮のない患者8名、経口摂

取中で筋萎縮のある患者7名（筋ジストロフィー7例）である。対象者の血清遊離カ

ルニチン濃度を測定し、経管栄養期間や筋萎縮の有無よる違いを比較検討する。また、

カルニチン欠乏を来していた症例に対し、L－カルニチン（1500mg／日）を投与し、

投与後の臨床症状の変化を検討する。

【結果】

血清遊離カルニチン濃度の平均は、長期経管栄養中の筋ジストロフィー患者21・0

〃mOl几±10．9、ALS患者24．4〟mOm±12．8、筋萎縮のない患者30・9〃mOu±9・3、

経口摂取患者50．4〃mOl几±3．8であった。筋萎縮のある患者は、筋萎縮のない患者と

比較して血清遊離カルニチン濃度の低下が早く、中でもALSはより早く低下した。

さらに、カルニチン欠乏を来していた筋萎縮のある患者に対し、L－カルニチンを投

与したところ、血清遊離カルニチン濃度は投与後1ケ月で正常化した。また、投与1

年後には平均心拍数はやや減少し、排便回数は正常化を認めた。

【考察】

長期経管栄養中の筋萎縮を来す疾患患者においては、筋萎縮を来さない患者に比べ

早期に血清遊離カルニチン濃度が低下することが示唆された。ALSは、カルニチン欠

乏に陥るまでの期間が短いが、カルニチンが98％存在する骨格筋の減少速度が速いこ

とが要因の1つではないかと推察された。

【結語】

長期的に経管栄養が必要な神経筋疾患の患者は、骨格筋の減少速度が速くなるほど

血清遊離カルニチン濃度の低下が早くなる可能性がある。今後、長期的に正常値が維

持できるカルニチン必要量については、疾患別に継続したモニタリングを行いながら

検討していきたい。



人工呼吸器装着中の筋ジストロフィー患者の外出支援を困難にする要因の検討

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○山口雅美（やまぐちみやび）（看）

菅　直美（看）大平千絵（看）鈴山絵理香（看）川下洋美（看）酒谷紀子（看）

【目的】

先行研究で筋ジストロフィー患者の余暇活動を支援する事はQOL向上へつながるという研究がある

が、人工呼吸器装着患者の外出は困難なことが多い。人工呼吸器装着患者の外出支援を困難にしている

要因を明らかにし、外出支援の増加につなげたいと考え調査を行った。

【期間・対象・方法】

研究期間：平成25年度5月～平成25年度10月

対象：神経内科病棟看護師8名　筋ジストロフィー病棟看護師27名

外出支援を困難にしている要因を絞り込むために、事前に神経内科患者が多く入院している当院神

経内科病棟看護師8名にアンケート調査を実施。その結果と文献を参考に筋ジストロフィー病棟看護

師対象のアンケートを作成した。アンケートは「外出前日までの準備」（12項目）・「外出当日のト

ラブル」（13項目）にわけ、人工呼吸器装着中患者の外出支援を困矧こしていると考えられる要因に

ついて優先度の高いものから5つを選ぶようにした。

【結果】

外出支援を困矧こしていると考えられる要因の「外出当日までの準備」の上位5つは、「スタッフの人

員確保について」20％、「外出用呼吸器練習の進め方について」18％、「主治医との連絡調整について」

15％、「外出先の緊急退路の確保について」11％、「移動手段の検討等について」8％だった。最も多かっ

た「スタッフの人員確保について」を選んだ理由として、「人工呼吸器装着中患者の外出はリスクが高

く人手を要するが、外出支援に携わる人員の確保が難しく、不安と感じる。病棟業務との調整が難

しい」等の意見が聞かれた。

「外出当日のトラブル」の上位5つは「患者の急変時の対応について」27％、「呼吸器関連のトラブル対

応について」27％、「移動介助に関する事故時の対応について」12％、「機器類の運搬・設置について」8％、

「電源確保について」7％だった。最も多かった「患者の急変時の対応について」「呼吸器関連のトラブ

ル対応について」を選んだ理由としてはどちらも、「どのようなトラブルが起こるのか分からない、経験・

知識が不十分、看護師では判断できない、全責任を負えない、不安・怖い。」等の意見が聞かれた。

【考察】

外出支援に携わる人員確保が難しいと感じているスタッフが多かった。どのくらいの人員が確保でき

れば安心して外出支援ができるのか、今後検討していく。

人工呼吸器装着中患者の外出では、患者の急変や呼吸器関連のトラブル発生時の対応に不安を感じて

いるスタッフが多かった。今後の課題として他職種を含めた勉強会の実施や外出前の病棟カンファレン

ス、外出支援に関するマニュアル作成や外出時のリスクについての説明を行い同意書をとる等の検討が

必要である事が示唆された。

【結論】

看護師が外出支援に携わる人員が少ない事への不安や外出中のトラブル発生時の対応について不安に

思っている事が、外出支援を困矧こしている要因となっていると考えられた。これらの不安を少しでも

軽減することが、人工呼吸器装着中患者の外出支援の増加につながると思われる。



筋ジストロフィー患者の電動車椅子サッカー参加について

研究分担者：国立病院機構南九州病院　神経内科　丸田恭子（医）

共同研究者：国立病院機構南九州病院　○尾方香里（保）村山知生（指）興椙　彩（指）

菊池美帆（保）園田至人（医）

【目的】養護学校高等部を卒業後に、本院の療養介護病棟から在宅生活に移行した患者は過去

10年間に6名いるが、最近ではほとんどが病状や社会的事情により入院を継続している。その

ため余暇を楽しむ個別的支援が必要になる。今回、卒業後に電動車椅子サッカーチームに入会

した症例と入会を希望している症例について、その問題点について検討したので報告する。

【対象・方法】症例1．デュシェンヌ型、19歳男性。身長160cm、体重31Kg。機能障害度7（座位

保持可能）。右凸の側琴を認める。パソコン入力や電動車椅子の操作は可能である。脈拍整、脳

性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）4．Opg／ml。呼吸機能は肺活量（VC）0．廻し、WClO・7％、夜間の

み非侵襲的陽圧換気療法（Ⅳ押）を導入している。

症例2．デュシェンヌ型、17歳男性。身長157cm、体重28Rg。機能障害度7。S字状の変形を

認める。電動車椅子の操作は可能である。脈拍整、BNP12．2pg／ml。呼吸機能はVCl・15し、WC27％、

夜間のみ肝即を導入している。

電動車椅子サッカーは競技者の性別は関係なく、5歳以上で電動車椅子の操作ができ、身体障

害者手帳を持っていることが条件である。2006年に国際的に競技規則が統一された。バスケッ

トボールのコートを使用して、1チーム4名（フィールドプレイヤー3名とゴールキーパー1名）

で試合を行う。電動車椅子はシートベルトを着用し、足元にフットガードを装着する。時速10

km以下で走行し、直径32．5cmのボールを使用する。試合時間は前半・後半20分ずつ、10分

間の休憩をはさむ。「ナンチェスター・ユナイテッド鹿児島」は2003年に入院患者4名で結成

された。当初は危険を伴う競技であるため、家族、主治医、病院から許可を得る必要があり、

電動車椅子にバンパーを着けて外で練習をしていた現在は病院内外のメンバー唱名で構成され

ている。当院から40分ほど離れた体育館で週1回、3～4時間練習をしている。2013年にはシ

ドニーで開催された第1回アジア太平洋オセアニア選手権に選抜選手を2名送っている。

【結果】症例1．在学中から母親の協力を得て練習に通っている。会費は月1000円でバス代もま

かなっている。サッカー用の車椅子は借用し、体型に合わせてクッションなどで支持している。

試合出場や遠征に行くことを目標にし、体調管理に気をつけている。チームリーダーが自立し

た生活をしていることから、一人暮らしを希望している。

症例2．参加するためには保護者、主治医の許可が必要である。体幹の変形が強いために、車

椅子に座ることができるか、体幹や頸部の保持が問題になる。また送迎の手段として母親が離

島にいるためボランティアの確保が必要になり、バンパーの購入や会費など金銭的な問題があ

る。

【考察・結論】電動車椅子サッカーは障害者がジョイスティック型のコントローラーのみで関

わることができる唯一のスポーツといわれている。幼いころから介助されることで生活してき

た患者にとって主役になれる機会である。社会参加のひとつの機会として支援していきたい。



療養介護病棟（筋ジス）におけるインターネットの利用についての現状と課題

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　○竹村真紀（指），村山晴香（指），石川　愛（指），

和久田伶（指），村松順子（指），山内慎吾（指），

酒井素子（医），久留　聡（医），小長谷正明（医）

【目的】

神経・筋疾患患者のQOLは汀の発展により飛躍的に向上した。なかでもパソコンはコミ

ュニケーションツール、余暇活動の道具、情報入手の手段、音楽や動画の再生など、その多

機能さゆえに病棟内でもかなりの割合で普及しており、もはや彼らの生活の必需品となりつ

つある。

しかし、その反面、さまざまな新たな問題点も生じてきている。昨夏、当院に長期入院中

の患者がインターネットを使用して複数のサイトに不適切な書き込みを行い、マスコミに報

道される事件が起きた。

そこで今回、東海北陸ブロックの療養介護病棟（筋ジス）におけるインターネット等の利

用状況についての実態をアンケート調査によって明らかにし、今後の支援の方法や内容のあ

り方を検討したので報告する。

【方法】

鈴鹿病院・長良医療センター・医王病院の療養介護病棟（筋ジス）に入院中でインターネ

ットを利用している＄6名（鈴鹿病院35名、長良医療センター21名、医王病院30名）を対

象とし、Exc61形式の調査票により回答を求めた。アンケート項目は、インターネット利用歴・

利用時間、年齢・性別、習熟度、不安に思いうこと、トラブルの有無、対処法、セキュリテ

ィ対策、汀教育を受けた経験について行った。

【結果・考察】

利用者の約半数の40名が「インターネットの利用歴が10年以上」と長く使用している。

しかし、42名が「不安を感じながらインターネットを利用している」とし、6名が「ウイル

スに感染」、5名が「知らない差出人からの大量のメール」、5名が「身に覚えのない料金の

請求」を経験し、「友人や病院職員、パソコン・ソフトウェアの販売店に相談」したり「自

分で対処した」としている。また、8名が「セキュリティ対策を全くしていない」、30名が

「インターネット利用上のマナーを教えてもらったことがない」と回答している。3病院共

にインターネット利用歴は比較的長いわりにインターネットのマナーやトラブルへの対処能

力が低いことが明らかとなった。

【結論】

今後、安全にインターネットを利用していただくために、①セキュリティ対策、②法律上

の規則、インターネットマナーの啓蒙、③機器の保守やパソコンスキルの向上など、より組

織的・系統的な支援や取り組みが必要となると考える。



行事の中継システムを導入して

研究分担者：国立病院機構大牟田病院　神経内科　荒畑創（医）

共同研究者：国立病院機構大牟田病院

○佐藤亜紀子サトウアキコ（指）、落合亮介（指）、一瀬真生（指）、能美禎夫（指）、岩永

眞知子（看）、穴井久美子（看）

【はじめに】

筋ジストロフィーおよび神経難病の療養介護病棟（以下療養介護病棟（筋・神1）におい

て、人工呼吸器の使用や病状の進行による重症化によって行事への参加が困難な患者が増

えてきている。患者や家族からは「行事の場所に行けなくても行事の雰囲気を味わいたい」、

「行事を自分の眼で見たい」という声が多く聞かれていた。

そこで、患者がベッドサイドのモニタで行事の生中継を観ることで、他の患者と同じ時

間を共有することができるとともに、長期療養の患者のQOLの向上につなげることを目

的として、行事の中継システムを導入した。

【対象・方法】

中継システムを導入し、その実施状況の調査と回答が可能な患者55名へ視聴に関するア

ンケート調査を実嵐今回導入した行事の中継システムは、主に行事の行われる各病棟ホ

ール、療養介護（筋・神）病棟玄関、3階ホールに端子盤を設置し、療育指導室に設置した

変調器で行事が行われる場所を設定し、行事をビデオカメラで撮影するというものである。

患者はその様子をチャンネル設定したモニタで視聴することができる。

【結果】

1月に導入し、10か月間で18回の中継を行った。内容は季節ごとの行事に加え、院長の

新年の挨拶や仲秋の名月中継などであった。これまでに、ほぼ全患者が何らかの中継を視

聴しており、導入前は会場に参加できない患者は実施後にその様子を伝え聞いたり、写真

で知ることしかできなかったが、中継により会場に参加している患者と同時に行事の様子

を知ることができるようになった。アンケート調査結果でも中継について67．4％が「よい」

と答え、その他37．6％も「ふつう」と回答した。「よい」の理剛ま「行事の場に参加できな

くても見ることができる」「誰が何をしているかがわかる」などで、「ふつう」の理由は「声

が途切れることがある」「カメラに動きがない」などであった。また今後、病棟の庭の様子

や夕陽の中継などを実施してほしいとの希望も聞かれた。看護師からは「行事の日に体調

の悪い患者も、同時に行事を知ることができる」「本当は全員の患者さんを会場に出してあ

げたいけど、難しい状況なのでありがたい」との声が聞かれた。

【結論】

離床が困難な重症患者や人工呼吸器を使用している患者にとって行事を体験することは、

文化的な体験を確保することにつながる。今回出された患者の意見を反映しながら、より

よい中継ができるよう検討していきたい。



筋ジストロフィー患者の爪病変の減少を目指して

～爪ケアマニュアル使用による看謹職員の意識変化～

研究分担者：独立行政法人国立病院機構　西別府病院　神経内科　島崎里恵（医）

共同研究者：独立行政法人国立病院機構　西別府病院　○吉田有佳（ヨシダ　ユカ　看）堅多美年子（看）

羽田野舞（看）佐藤史信（看）伊坂満理子（看）島崎里恵（医）後藤勝政（医）

【目的】

筋ジストロフィーは、骨格筋の変性・壊死を主病変とし、臨床的には進行性の筋力低下が起こるため、

手指・足摺に圧がかからない生活を送っている。当病棟において肥厚爪や巻き爪になっている患者がお

り、看護職員からは皮膚を傷付けそうで怖い、爪が厚くて切りにくいなどの意見が聞かれた0昨年度は

看護職員の爪に対する意識調査を実施し、調査により正しい爪切り方法がわからない、深爪になるよう

な間違ったケアを行っていたなどの問題が把握できた○そして・看護職員が病棟で統一した爪ケアがで

きるように爪ケアマニュアルを作成した。今回は、爪ケアマニュアルを用いて看護職員が病棟で統一し

た正しい爪ケアができるように勉強会を実施し、その後の看護職員の爪ケアに対する自信や理解の意識

変化を明らかにする。

【方法】

対象＝病棟看護師28名・療養介助員8名、期間：平成25年6月～平成25年9月、方法：量的研究（ア

ンケート調査）、内容：①爪ケアマニュアルや資料を用いての口頭での勉強会　②爪ケアに対する意識

調査：勉強会前後の爪ケアについての自信、爪ケアの理解についてなどの14項目、分析‥単純集計

【結果・考察】

勉強会前のアンケート結果より爪切りに対して「難しい」と感じている人が94％、自信があるかに対し

て「ない」と97％の人が回答した。今回、昨年度作成した爪ケアマニュアルを使用し、マニュアルの中

の爪病変のある患者の爪を切る場面の写真等を示しながら口頭での勉強会を実施した。勉強会後のアン

ケート結果より、爪ケアの理解については「間違った爪の切り方をしていたことがわかった」と回答し

た人が85％、「角質除去の方法がわかった」と回答した人は82％、「肥厚爪の切り方がわかった」と回

答した人は80％、「巻爪の切り方がわかった」と回答した人は77％だった0爪ケアに対して自信に繋が

ったかに対して「繋がった」と回答した人は82％だった。その理由として、巻爪の切り方が自信に繋が

った、知識が増え正しい切り方がわかったので自信を持って爪ケアができたなどの意見があった。爪ケ

アの方法については、爪ケアマニュアルの実際に爪ケアをしている場面の写真等を用いての説明はわか

りやすく、爪ケアをする際にケア方法が描けるため自信に繋がったと考える。爪ケアに対して自信に繋

がらなかった理由として、勉強になったがそれから実施をしていないので自信を持てたとは言えない、

デモンストレーションがないと自信がつかないなどの意見があり、写真や図を用いての説明だけでなく、

実際に爪ケアをしている場面での個別指導が今後必要だと考える。

【結論】

lJRケアマニュアルは、爪ケアをする際に看護職員の自信に繋がった。

2．爪ケアマニュアルは、爪病変の状態や爪ケアの方法について文書だけでなく、写真や図を使用したの

で理解しやすかった。

3．爪ケアを理解するには爪ケアマニュアルを用いながら実際に爪ケアを実施している場面での個別的指

導が必要である。



神経難病一般病棟から療養介護サービスに移行する際の問題点と棚

独立行政法人国立病院機構西別府病院

○坂本武行（指）川上茂実（指）　岡村俊彦（指）

花岡拓哉（医）石川知子（医）島崎里恵（医）後藤勝政（医）

【はじめに】

当院は政策医療として、重症心身障害児（者）病棟120床と筋ジス病棟80床を有し、障害者自立支

援法（H25．4～障害者総合支援法）による療養介護サービス事業を施行していたが、平成25年3月、5

階建て新病棟が完成した。これまでの病棟編成が変わり、1階から4階が療養介護病棟になり、1個

病棟40床からに1個病棟50床、4個病棟200床で運営することになった。

病棟完成移転後より、5階の神経難病一般病棟の長期入院患者が療養介護病棟に移転するケースが

増えてきており、その経過および課題について報告する。

【目的】

長期入院の神経難病患者に対し、療養介護サービスへの円滑な移行業務の確立と、本人の即し向上

支援を目指す。

【方法】

候補者選定後の移行業務

1．療養介護サービスおよび障害福祉サービス手続き等について説呪2・障害程度区分認定調査の

調整　3．自治体障害福祉課との連絡調整　4．転棟調整。

【経過】

長期入院の理由として、①気管切開や遺漏増設の対処のため、在宅における医療的ケアが困難であ

る。②介護する家族も年齢的に高齢である。等の理由があげられる。移転当初、主治医、病棟師長と

の検討により、説明希望者は10名以上に上り、内訳軋男性4名、女性3名、年齢は60才～88才、

診断名Au2名、多系統萎縮症3名、パーキンソン1名、封入炎筋1名　気管切開・人工呼吸器装着

7名であった。

病棟スタッフ、本人・家族と日程調整をし、療養介護に関する法令の説明、障害福祉サービス制度、

手続き等の説明を行い、了承後、種々の移転業務の調整に入る。

【結果】

平成25年3月から6月までに神経難病病棟から7名の方が転棟に至る。

【考察】

これまでは特定疾患医療受給者証を所持されているため入院負担はなかったが、療養介護サービス

では福祉サービス費と食費と療養介護医療費がかかることを、十分に説明することが必要であり、そ

のための分かりやすい資料の作成と話し方が求められる。

今年4月から施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等も加えられており、今後

神経難病の方の療養介護サービス利用が増えてくることが予測される。

ただし、当院は筋ジスと重症心身障害が混合の病棟であり、このことに対しても多くの課題を抱えて

おり、これからの課題として、療養介護病棟に転棟後の本人の生活や精神面の変化等を個別支援計画

やモニタリング等で分析し、神経難病患者の即し向卜に繋がっていくことを検証していきたい。



筋ジストロフィー患者の洗髪援助時の手首への負担に対する援助方法の検討

一低反発クッションを使用して一

研究分担者：国立病院機構宇多野病院　神経内科・大江田　知子（医）

共同研究者：国立病院機構宇多野病院　○節目緯（看）、石塔佳代子（看）、藤田　ゆかり（看）、

初田　里佳（看）、前田　ひかる（看）

【目的】筋ジストロフィー患者は筋萎縮により肩関節の脱臼や骨折の危険性が高く、体幹の変形、頸部

の拘縮、可動制限がある。ボディメカニクスの活用が難しいミスト浴での洗髪援助を行う際、患者の頭

部を片腕で支えながら洗髪するため、援助者の手首に負担がかかり、痛みを訴えるスタッフが多く見ら

れた。介助時の手首への負担を軽減する目的で、患者の背部と頭部にバスタオルを挿入する方法を試み

たところ、手首への負担は軽減できた。

しかし、バスタオル調整（患者に応じた高さ）に時間がかかることや介助中のズレ、水分で固くなっ

たバスタオルが患者の皮膚を刺激する等の課題があり、実用化が困難であった。そこで、高さの調整が

容易で安定感が得られるクッション（低反発・高反発）を導入し、手首への負担軽減に対する効果を明

らかにしたいと考え、研究に取り組んだ。

【方法】1）対象：A病棟に所属する看護師30名と療養介助員12名2）体の変形があり意見の言える患者

11名（気管切開患者3名、鼻マスク装着患者3名、口腔用ピロー装着患者2名、補助呼吸なし3名）の

背部に『バステンダー』（低反発クッションW500×D400×H80／5mm）、頭部に高反発スポンジ（高さ5・5cm）

2個を使用し、洗髪を実嵐援助者に対して洗髪前後に手首への負担についてアンケート調査を実施。

【結果】患者の肩から背部に『バステンダー』（低反発クッション）、頭部には高反発スポンジ（高さ5・5cm）

2個を使用して、高さを11cmに調節し洗髪を実施した。頭部は、沈み込みや後屈を考え、ある程度の硬

さを維持できる高反発スポンジを使用した。2種類を併用したことで患者の頭部と背中を水平に保持する

ことができ、洗髪中の体勢や呼吸状態は安定していた。スタッフの反応では、バスタオル使用時より手

首の痛みが軽減したスタッフは8名で、肘関節や腰部の痛みも軽減した。また、洗髪所要時間も短縮さ

れ、頭部の重さ感覚でも42名中40名が約2Kg減少したと回答した。さらに、濡れたクッションでは背

部が冷たく感じるため、シャワーで温めてから使用することで、保温にも繋がった。

【考察】頸部の可動制限がある患者の洗髪では、頭部挙上時に上半身も一緒に上がるため、頭部の重さ

（約5Kg以上）の負荷が支えている腕の手首に掛かっていたと思われる。洗髪時の患者の資勢や呼吸状

態が安定していることは重要である。今回、頭部に高反発スポンジ、背部に低反発クッションを置いて

水平に保持できるようにしたことで、患者の呼吸や体勢を安楽に保つことができた。また、頭部を挙上

するのではなく、高反発スポンジの上に手を置き頭部を支えるようにしたことにより、基底面積が広く

なり手首にかかる荷重を分散でき、介助者の手首への負荷が少なくなったと考える。このことはスタッ

フの95．2％の者が頭部の重さ感覚が減少したという回答とも一致していた。また、後頭部を洗う際も高

反発スポンジと肩との隙間を利用して容易にできるようになり、洗髪援助にかかる時間が短縮され、患

者の安全性、安楽性と介助者の利使性の確保に繋がったと考える。

【結論】個別的な体幹の変形がある筋ジストロフィー患者に対して、援助者の手首の痛みの軽減に必要

なボディメカニクスの活用が難しいミスト浴での洗髪に、低反発・高反発クッションを使用することで、

患者の安楽性を保ちながら、介助者の手首への負担を軽減することができた。



動封ヒした筋ジストロフィー患者の上肢機能評価と

入力スイッチに関する報告

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（国

共同研究者：国立病院機構東埼玉病院リハビリテーション科　○小林茂鰍0刊

平木朱里仰　宮本なっきめ刑　斉藤智之（0刊

大塚友吉（齢　安西教引囲　和田彩子（囲

【目的】はじめに、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下DMD）は医療の進歩ととも

に寿命が延び、ADL全介助で、残存する手指機能でナースコール、パソコンを操作す

ることは生命の維持QOLのために重要で、当院で使用している入力スイッチと上肢機

能障害度分類について報告する。

【方法】手指用スイッチと頬・口唇・舌を使用する頭部・顔用スイッチについて、1・

機能障害の進行と上肢機能・入力スイッチの関連阻2・上肢機能障害度分類と入力ス

イッチの関連性以上について後方視的に検討する。

【対象】当院に入院しているDMD患者で標準ナースコール使用不可能50名を対象と

して、平均年齢31．8歳、厚生省筋ジス研究第4班PT・OT共同研究連絡会の機能障

害度分類改良案で支持があれば座位保持可能なsb辞Ⅷaが7名、常時ベット上生活で

ある或a酢Ⅷbが亜名です。

【結果】結果1．上肢機能障害度分類で50名の内訳はステージ8から13に分類される。

特に立方体を母指対立位で握れるステージ11が26名、立方体を母指対立位で操れない

が手指が動くステージ12が19名と多かった。

結果2．機能障害が進行するほど上肢機能障害も進行している。右のグラフは、支持

があれば座位保持可能な機能障害軸Ⅷaは手指用スイッチだけ、常時ベット上生活

である或a酢Ⅷbは手指用と頭部・顔用スイッチを両方使用している。

結果3．立方体を母指対立で握れる手指機能ステージ11では手指用スイッチが多く

頭部・顔用スイッチが少ないが、立方体を母指対立で握れないステージ12では逆に手

指用より頭部・顔用スイッチが多くなる。

【考察】1．機能障害の進行に伴い上肢機能も進行して、更に手指用スイッチだけでな

く頭部・顔面用スイッチも使用され、選択肢が増えたこれはどんな時も誤作動が少な

く確実に押せる方法を選択する必要があることを示唆している。

2．中村、麻所らの報告では上肢機能障害に基づいたスイッチの選択・適合が必要である

ため、上肢機能障害度分類による手指の機能の低下は母指対立可能なステージ11から

母指対立不可能な12を境に手指用から頭部・顔用スイッチに設置を変更するための指

標になる。

【結論】DMD患者において、末期まで残存する上肢機能・手指機能がQOLに大きな

影響を与える。

上肢機能障害度分類による手指の機能の低下はステージ11から12を境に手指用から

頭部・顔用スイッチに設置を変更するための指標になる。



当院研究検査科で行っている筋ジストロフィーの「心・腎・肝」機能評価のための生化学検査

国立病院機構八雲病院研究検査科　青柳　智幸、田中　謙次

小児科　石川　悠加、石川　幸辰、南　良二

【はじめに】デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）では筋肉の崩壊によりCK値が最高値になる年

少期でのトランスアミナーゼは、中等度以上の高値を示す0逆に成人期のDMDでは筋肉量の著しい減

少のためクレアチニン値は異常低値となる。このようにDMDでは一般医療で多用されている検査項目

だけでは肝臓や腎臓の評価が不十分なため、当科では十数年前から肝機能検査として血清イソクエン酸

脱水素酵素（ICDH）と腎機能検査としてシスタチンC（Cy8・C）を測定している。さらに、2011年10

月からNTproBNPの測定を開始し、心負荷の判定に活用している。

【肝機能評価】DMD124名について血清ICDH（基準値：0・舶～6・0Ⅳ几）を測定した結果、13名に高値異常

が認められた。高値であった13名中10名はACE阻害剤やβ－ブロッカーを服用していたが、残りの3

名は9、11、15、歳で、外来で経過観察中であり薬剤の服用はなかった。しかし肥満傾向があり、腹部

CTにより脂肪肝が確認され、年少者期の直接的な肝機能評価は重要性である。

【心・腎機能評価】DMDl14名中14名にシスタチンーCの高値異常を認めた。

No �■　　■　－ �Cvs・C �さ汁・pfOもNP �N0． �Age �Cv8TC－ �か汀・ppOBNP �No， �血如 �Cys・C �卦汁・broBNP 

1 �38 �0192 �′245 �6　、 �40 �1．20 �170 �11 �32 �1．89 �1508 

云 �、46 �0，由 �296 �7 �38 �1．22 �1612 �12 �42 �－2．2 �5389－ 

3 �36 �0．96 �465 �8 �38 �1こ25 �■1820 �13 �50 �2．39 �2431 

4 �41 �1．00 �122■ �9 �37 �1．51 �1485 �14 �23 �2．59 �274 

5 �60 �1．05 �503－ �10 �19 �1．65 �－1625 � � � � 

表1用0、9．11，13は死亡臥10は若年型心不全、ほは終末凱14は在宅で近隣の医療機関がフォローしていた例

（シスタテンペ：基準億：0．5～0．9由／1；耶－prOB肝‥基準借：125pg／1以下）

腎血流が障害されている場合のACE阻害剤やARB使用は、副作用として腎臓の輸出細動脈の収縮を抑

制するため、著しい糸球体濾過圧の減少に起因する急激な腎機能の悪化に注意を要する。同様に心不全

が進行し、心抽出量が低下したDMDにおいても、腎機能低下に注意が必要である。最近の検査結果か

らDMD114名中14名にCy8・Cの高値異常が確認された（表1）。この13名（Nol～No13）は入院例でCyS・C

とNrproBNPを指標に、ACE阻害剤やARB等の服薬量の調整により急激な腎機能の悪化への対策を

はかっていた。心腎バイオマーカーから、次第に心腎機能がコントロール困矧こなる様子が読み取れる。

重症心筋症では少量のACE阻害剤でも腎不全を悪化させることがある。No14は、在宅で近隣の医療機

関がフォローしていたが、夏に当院受診時のCy8－Cは高度な異常でBUNの上昇を伴っていた。また、

ヘモグロビン値が8．8g／dlと低値なため、一時的にACE阻害剤を中止しBUNが正常化した時点でACE

阻害剤を再開した。また、腎虚血関連の貧血を考えエリスロボェチンを測定したが9・lmIU／mL（基準値

4．2－23．7）と正常であった。

【まとめ】アンジオテンシン変換酵素のN末端は造血抑制作用のあるN－aCety1－8eryl－aSpa鵬y1－1ySyL

proline（AcSDKP）を分解する。したがってACE阻害剤服用はAcSDKP血中濃度を上昇させ造血を抑制

する可能性があり、DMDのエリスロポエチン抵抗性貧血との関連については検証が必要と思われる。世

界的にも、これまで類を見ない延命が可能になったDMDのマネジメントが課題であり、薬剤の心保護

と腎や肝への副作用という相反する状況をモニタリングし、心負荷を抑制しつつ深刻な腎機能不全を回

避し、肝機能の特異性の高いモニターを活用することは重要である。



筋ジストロフィー患者がロールボードを不安なく使用し移動する方法の検討

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12病棟　○藤本祥子　フジモトショウコ（看）、桑原直裕（看）、石塚

雄大（看）、行田慶子（看）、俵木千恵（看）、小田良子（看）

【目的】

当院では筋ジストロフィー患者がベッドからストレッチャーに移動をする際にロールボードを使用し

ているが、数名の患者から「怖い」「痛い」「スライドボードは使いたくない」という声が聞かれる0ロ

ールボードの使用を嫌がる患者には介助者が2人で抱きかかえて移動をしている0抱きかかえるよりも

ロールボードでの移動はベッドからストレッチャーまでの移動距離も短く、介助者の身体の大きさや性

別に関係なく移動ができると考える。恐怖感や不安感のために拒否される理由は・ロールボードの使用

時に移動がスムーズに行えず痛みが生じたり怖い思いをした経験があるためなのではと考えた0患者の

ロールボードでの移動に不安がみられる要因を明らかにし、不安なく使用ができる方法を検討した0

【方法】

観察調査と面接調査を筋ジストロフィー患者に対しておこなった。

（1）　観察調査：実際のロールボード実施の様子、職員の行動をビデオで撮影し、患者の「不安」と

の関連が考えられる内容を観察し、以下を調査した。

1．介助者について：①人数　②立ち位置　③性別　④体格　⑤声かけの様子

2．移動の様子：①ベッドとストレッチャーの高さとその差　②移動に要する時間

（2）　面接調査：質問紙に基づき半構成的面接法で、ロールボード使用時の不安に思っていることを

ロールボード使用している対象患者にインタビューし、点数化した。面接所要時間は20～30分

程度とした。患者の了解を得てインタビューの内容を分析した。

（3）　新しい手順の作成と再調査の方法

1．面接調査の点数化、分析

2．観察調査で得られた内容の分析

3．上記分析から不安につながっている要因を明らかにし、ロールボードでの移動の具体的対策の

抽出

4．　ロールボードの新しい使用手順を作成

5．新しい手順によるロールボードを使った移動を実施。

6．新しい手順で実施後に患者インタビュー調査

【結果日考察日結論】は発表時に提示。



筋ジストロフィー患者の多様化している車椅子作製時の問題点と統一した看護介入

の方法を考える

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　○斎藤澄香（看），今岡　瞳（看），林　幸弘（看），

吉田裕子（看），尾崎真衣子（看），伊藤　歩（看），

藤井のり子（看），藤森博美（看），′」、林孝子（看），

小長谷正明（医）

【研究目的】筋ジス担当である当病棟では患者60名中45名が日常的に手動または電動車椅子を

使用している。H23年より作製した車椅子のうち5例に、排泄・移動介助等（呼吸器搭載含む）

において問題が出現し、作製期間も長期化した。そこで問題分析を行い、車椅子作製の看護介入

の方法を検討したので報告する。

【研究方法】H23～H25に車椅子作製し、問題が出現した5事例の排泄・移動介助（呼吸器搭載

含む）における問題点抽出及び現状分析。

【結果】≪作製中の問題と改良点≫

B氏・C氏　車椅子上ティルトで尿器による介助時、尿が逆流したため座面をくり抜いた。

C氏　人工呼吸器搭載位置がなかったため、荷台に置けるよう改良した。

D氏　手台やコントローラーを外した後の置き場所がないため、外転出来るようにした。

E氏　平行移動が出来ないため車椅子を改良し、ロールボードでの移動が可能になった。

≪作製後の介助側の問題点≫

A氏リフトのシート挿入が困難。トイレ座面との段差があり移動が困乳

B氏・C氏　座面の高さが介助者に負担がある。

B氏・D氏　腎部が座面奥に入りこみ抱きかかえでの移動が困難。

≪作製期間≫　7ケ月～1年半

≪現状分析≫①現在の車椅子の債向として患者の好みや希望を取り入れ、個別性を重視し、患者

個々の体形に合わせた形状や素材、部品のオプションも多く、複雑かつ多様化している。②車椅

子の仮調整では排泄や移動を体験していないため、完成直前の調整段階で問題点に気付き、改良

するための時間を要する。③車椅子のデモ機試乗に看護師は介入出来ておらず、患者に必要な日

常生活援助の情報を提示出来ていない。④車椅子作製にあたり決まったチェック項目がなく、介

入する看護師各個人の考え方の違いによりコメディカルへの意見も異なり、日常生活援助におい

て統一した視点を持って車椅子作製に介入出来ていない。⑤車椅子の業者は複数あり、週1回の

来棟である。業者は必要があれば車椅子調整のため持ち帰り、調整の回数が多くなると作製期間

も長期化する。

【考察】患者にとっては安定性があり座面のずれが生じにくい安楽な車椅子であるが、毎日何回

となく介助するスタッフにとってボディメカニクスが十分に生かせず、患者の抱きかかえが困難

な車椅子は大きな問題を残している。理学療法等の関連したコメディカルと看護師、業者で情報

交換・情報共有を行い、患者及び介助者双方にとって安全・安楽な車椅子が作製出来るよう看護

者が介入していく必要がある。作製初期から看護師の経験年数や各個人の意見によって差異が生

じることなく、統一した看護介入が出来るよう移動・排泄介助、人工呼吸器設置場所などチェッ

クリスト作成の必要性があると考える。チェックリストに基づいた意見提示は患者・介助者双方

にとってより良い車椅子作製に活かすことができ、作製期間の短縮が計れると考える。

【結論】排泄・移動等を安全に行うためには、患者のみならず看護者の視点からもよい車椅子を

作製しなければならない。看護師は車椅子作製初期より統一された看護視点からの介入が必要で

ある。



筋ジストロフィーの入所患者のニーズ調査

研究分担者：一般社団法人日本筋ジストロフィー協会　貝谷久宣（医、患家）

共同研究者：矢澤　健司（患家）、佐藤　隆雄（患家）、高井　絵里煉京家政大学大学紛

【目的】筋ジストロフィー（以下、筋ジス）は骨格筋の開始・再生を主体とする進行性の遺伝

性筋疾患である。臨床的には，進行性の筋力低下が認められ，症状が重篤で予後不良の神経難病

とされている。筋ジスのうち最も発症頻度が高く進行速度の速いDW血enne型は約半数の症例

で処女歩行が遅れ，3～5歳頃に転倒、動揺性歩行、階段昇降困難などの症状で発見されること

が多い（西野，2013）。現在、我が国における筋ジス患者は全体で約20，000人とされ、そのうち

全国27ヶ所の国立療養所に2，000の患者が療養生活を送っているとされている（泉・2011）。

現在、我が国ではこのような筋ジスに対する対策が進められている。その対策は研究の推進，

医療施設等の整備，医療費の自己負担軽減など様々である。このことは，法的に指定を受けた他

の難病と同等，あるいはそれ以上の措置を受けているとも考えられる。しかし，筋ジストロフィ

ーと同様の筋疾患である脊髄性筋萎縮症や筋萎縮性側索硬化症は特定疾患として認められてい

るにも関わらず，筋ジストロフィーについては未だ難病指定を受けていない。そのため，患者お

よびその家族を中心に難病指定への要望が少なくない。

そこで本調査では，難病指定をめぐる様々な課題や意見の一端を，入所患者の視点から整理す

ることを目的とする。本調査で得られた結果は筋ジストロフィー対策における今後の政策決定の

基礎的資料の一助となることが期待できる。

【方法】

対象者　全国3県の国立病院に入所中の筋ジストロフィー患者13名（男性）を対象に調査を行っ

た。平均年齢は36．3歳鳴D＝14．1），年齢の範囲は19～65歳であり，2名が不明であった。

手続き　2012年10月から2013年1月の4ケ月間において，病院内の面接童または病室にて半

構造化面接を実施した。面接は，個別法で1回30分であり臨床心理士が行った。面接では，「入

所していて、困ったことはありませんか」、「何か希望や要望はありますか」と質問をした。

分析方法　面接担当者によって記録された面接内容を，テキストマイニングを用いて分析を行

った。

【結果】【考察】

現在データ解析中である。結果については，班会議の場で報告することにする。

【引用・参考文献】

泉　妙子（2011）．筋ジストロフィー患者の潜在ニーズ　近畿医療福祉大学紀要，12（1），119・140・

貝谷久宣・野口恭子（2008）．遺伝子医療に対する患者およびその家族の意識調査医学のあゆみ，

226（5），389・392．

西野一三（2013）．筋ジストロフィー　神経治療，30（2），135・139．



患者インタビューと皮膚水分チェックによる洗身方法の検討

研究分担者‥国立病院機構兵庫中央病院　神経内科　三谷真紀（医）

共同研究者：国立病院機構兵庫中央病院　神経内科

○古澤優子（看）、姫野めぐみ（看）、田中知子（看）、江森千賀子（看）、三谷真紀（医）

【目的】現状のナイロンタオルによる入浴時の洗身方法と泡による洗身方法を比較し、ドライスキンを

予防するために洗身方法を変更する必要があるか検討する。

【方法】

対象は、筋ジストロフィー病棟入院中で文書で同意が得られた患者31名0ナイロンタオルによる洗身

方法において、患者インタビューとモイストチェッカーによる上肢と下肢の皮膚水分チェック（入浴前・

入浴直後・入浴後1時間）を実施する。その後泡による洗身方法に変更し、再度患者インタビューと水

分チェックを実施する。

【結果】泡による洗身は、3回実施した。皮膚水分値の結果を上肢・下肢・保湿軟膏の使用の有無（上

肢・下肢）に分類し平均値を比較した。その結果、入浴前の皮膚水分値は全ての分類で差が認められず、

個人個人でかなりばらつきがあった。入浴直後の皮膚水分値の増加は・ナイロンタオルによる洗身より

も3回目の泡洗身時の方が大きい備向があった0入浴前と入浴後1時間で比べると、3回目の泡洗身時

では、上肢に関しては皮膚水分値の低下は抑えられていた。患者インタビューでは、爽快感・肌触り・

満足度の3点について5段階で評価してもらった0肌触りはナイロンタオルによる洗身と泡洗身で差は

なかったが、泡洗身ではもっとこすって欲しいという意見が多く出て、爽快感と満足度はナイロンタオ

ルによる洗身の方が評価が高かった。

【考察】洗身方法で大きな差はなかったが、3回目の泡洗身時は、ナイロンタオル洗身時より入浴直後の

皮膚水分が高い傾向があった。また一般に入浴後1時間で皮膚水分は急速に低下すると言われているが、

上肢に関しては3回目の泡洗身時には、水分の低下が抑えられた。しかし皮膚水分はもともと年齢差や

性差があり、個人差が大きく、環境の湿度にも左右されるため、データがばらつきやすく、入浴前後の

皮膚水分のみで皮膚の状態を正確に評価するのには限界があると考えられる。また患者インタビューで

は、入院生活では毎日入浴できないので、しっかりこすって汚れを落としたいという患者が多かったた

め、ナイロンタオルによる洗浄の方が評価が高かった0しかし一般には、こすり洗いすることで角質の

破壊が起こり、表皮の水分保持能力やバリア機能が低下し、ドライスキンを誘発する一因になると言わ

れている。当病棟でもドライスキンから痔みや皮膚の炎症を起こす患者や、皮膚が薄く、衛創のリスク

の大きい患者が多い。泡洗身を継続すると表皮の水分保持能力が改善してくることも考えられるので、

洗身方法による皮膚への影響については、もう少し経過観察し、患者の満足度にも配慮しながら、泡だ

て方や石鹸の変更などで洗身方法を改良していく予定である。特に皮膚疾患のある患者に関しては、個々

の皮膚の状態に応じた洗身方法を選択する必要がある。

【結論】今回入浴前後の皮膚水分のチェックだけでは泡洗身の有効性は明らかにならなかったが、泡洗

身では、上肢で入浴後1時間での水分低下が抑制された0今後も患者の満足度にも配慮しながら、洗身

方法を検討し、改良していく予定である。



ポータブル型人工呼吸器への耐震補助用具を用いた安全対策（第2報）

国立病院機構西別府病院

○阿部　聖司（ME）、和田　将哉（ME）、堺田　満（看）、島崎里恵（医）後藤勝政（医）

【はじめに】

ポータブル人工呼吸器用架台へ対して、分離式耐震固定補助用具（以下、固定用具）を

作成し地震体験車で耐震実験の検証を行ったことを昨年発表させていただいた0製品化に

対する要望をうけ、別府市内の業者と製品化へむけて試作を重ねた結果、耐震実験で使用

した試作品とほぼ同形状で製品化したので報告する。

【製品概要】

製品本体は、強い揺れに対して曲がりや破損などがないように強度の高いステンレス製

のバーをベースとして使用しており、ベッドのフレーム部分と人工呼吸器架台とを汎用で

取り付けられることを想定している。双方はバイスとマジックテープで固定することとし

ている。ベッド側にはバイスを使用することでベッドの太いフレーム部分にしっかり固定

できるようにした。人工呼吸器架台は5脚を想定し架台のポール部分をマジックテープで

巻きつけることにより、簡単に装着ができ、穴あけなどの加工も必要ない。よってレンタ

ルの人工呼吸器などにも対応できると考えられる。双方固定後は片手で着脱作業ができる

ようにカップリングプラグを用いて脱着できるように想定している。昨年の実験で用いた

素材を基に、頑丈で取り付けやすく汎用性を考えた仕様になっている。震補助用具の装着

時間は初めて扱う女性スタッフで2分程度、装着方法を見ていた女性スタッフでは30秒程

度で装着でき、特別な工具を使用することなく誰でも簡単に装着でき、ジョイント部は片

手で簡単に脱着することができた。車椅子やバギー車では、装着できた状態であれば一人

でも移動は可能であった。大きな段差がある所や、不整地が続くところでもスタッフ2人

であれば移動が可能であった。

【まとめ】

耐地震時に、揺れに耐え回路や呼吸器本体が外れないことが必要であるのは言うまでも

ないが、その後の避難の際に補助用具を装着したまま避矧こ向けての移動が可能であるか

も非常に重要であると考える。緊急避難の移動においては非常に限られた人数で患者を安

全な場所に避難させなければならない。耐震補助用具を連結させた移動方法は非常に有効

であると考えられる。



筋ジストロフィー患者の胃療周囲の皮膚トラブルへの対応

一胃療カテーテルの固定にスポンジを使用して一

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）

共同研究者：国立病院機構徳島病院・四国神経筋センター　向日葵病棟

○井上聖子（看）（イノウエ　ショウコ）、橋本ゆい（看）、三寺友紀（看）、和田津恵美（看）・

森木雅代（看）、竹岡涼子（看）

【目的】

A病棟の胃凄周囲の皮膚トラブルに対しては、医療的対処を行っているが、それらの処置は皮膚トラブルの

原因の根本的な対処とはなっていない上、コストもかさむという欠点がある0そこで、今回我々は機械的刺激

を回避することで皮膚トラブル全般を改善出来るのではないかとの仮説を立て、筋ジストロフィー患者の胃療

周囲の皮膚トラブルの改善に対してスポンジによる胃療カテーテルの固定を導入し、有用性を検証した0

【方法】

平成24年11月18日～12月9日の期間に、A病棟に入院中の筋ジストロフィー患者で、胃療周囲に皮膚ト

ラブルを生じたと思われる患者7刹こ、食器洗い用のウレタンフォーム製スポンジによる胃療カテーテルの固

定を21日間実施した。そのスポンジの大きさは、外部ストッパーより一回り大きくし、厚さは胃療カテーテ

ルを垂直に軽く引き上げた状態で、外部ストッパーとYガーゼを挟んだ皮膚の間にスポンジを圧縮せずに挟み

こめる厚さにした。そして、「胃療評価スケール」を用いた皮膚状態の観察および評価、写真による記録を行

った。

【結果】

胃療評価スケールおよび写真で比較すると、事例Aは漏れの状態、発赤、湿疹、肉芽の改善が見られた。事

例Bは、湿疹、びらん・潰瘍が悪化した。事例CとDは、胃痩カテーテルの羽によってついたと考えられる擦

過傷がケア実施7日後より消失した。患者Eは、発赤と皮膚の硬結およびしこりに改善がみられた0事例Fは、

ヶァ実施7日後より肉芽の形成がみられた。12日後にスポンジの厚さを薄く変更し、発赤は改善するも、肉芽

の改善はみられなかった。事例Gには大きな変化はなかった0介入前後の胃療評価スケール合計点を比較する

と、改善5名、悪化2名だった。また、胃療評価スケール合計点の変化をT検定にかけた結果、有意差はみら

れなかったが、平均値は低下した。

【考察】

全体で評価すると、胃療評価スケール合計点の変化を検定にかけた結果、有意差がみられなかったのは、症

例数が少なかったことも要因の一つと考えられる0また、胃痩カテーテルの種類によって介入を変えていく必

要があることも分かった。A病棟では最近、バルーン埋ボタンを使用する患者が増えており、それらの患者の

中にも今回の事例にあったような胃療部の皮膚トラブルを抱えているケースもある0そのため・今回の研究結

果を踏まえたうえで、他の種類の胃療カテーテルに対する有効性を検証するため、症例数を増やす必要がある。

また、新たなケア方法として、胃痍カテーテルの遊びの部分にティッシュこよりを硬く巻きつけて胃療カテー

テルを腹壁に対して垂直に固定する方法で、この方法によって改善した例もある0現在A病棟では色々なケア

方法を試みて模索中である。

【結論】

1．筋ジストロフィー患者の胃療周囲の皮膚トラブルへの対応にはスポンジは有効である。

2バンパー型ボタンはシャフト長が短いため、腹部膨満などに対応しきれず、不向きである可能性がある。



筋ジストロフィー病棟に勤務するスタッフの自然災害に対する意識調査

研究分担者：国立柄院機構医王病院神経内科　駒井清暢（医）

共同研究者：国立病院機構医王病院　○石田直哉（看）、岩崎純一（看）、江川淳子（看）、上野翔子（看）

【目的】

当院筋ジストロフィー病棟では、年々患者の重症度が上がり医療依存度も高まっている。また最近の大規模自然災

害では医療機関も甚大な被害を被っていることから、当院筋ジストロフィー病棟に勤務する職員の災害（主に地震、

停電）に対する初期対応や心理、意識等を調査したいと考えた。

【方法】

研究対象者：当院の筋ジストロフィー病棟に勤務する看護部のスタッフ74名（看護師58名、療養介助員16名）0

研究期間：平成25年6月～11月

データの収集方法・手順：質問鰍こよる自然災害の経験、災害発生時の対応方法や不安などについての記述調査0

データの分析方法：eXCelを用いてデータを集計しグラフ化して分析する。

結果の公表予定：平成25年11月27日

【結果】

調査に回答した者は46名で回収率は62．1％だった（無回答の項目は結果として含めていない）0回答者の中で「勤

務中に地震の経験がある」と答えたのは17名（37・0％）、「勤務中に停電の経験がある」と答えたのは33名（69・6％）

だった。そして「勤務中に地震を伴う停電の経験がある」と答えたのは2名（4・3％）だった0「緊急連絡網で、自分が

次に連絡する人が分かる」と答えたのは26名（56・5％）、「緊急連絡網で次の人に連絡が取れない時の対応が分かる」

と答えたのは34名（73．9％）だった。「当院の災害対応マニュアルの内容を知っている」と答えたのは18名（39・1％）

だった。「日頃より地震に関する勉強会に参加したい」と答えたのは29名（63・0％）、「地震に関するイベントや研修

に参加したことがある」と答えたのは12名（26・1％）だった0「地震発生時、患者の避難方法に不安がある」と答え

たのは44名（95．7％）、「地震発生時、安全に全患者を避難させることは難しいと思う」と答えたのは亜名（95・7％）

だった。

【考察】

今回の調査から、重症化の進む当院筋ジストロフィー病棟で働くスタッフ軋ほぼ全員が地震発生時に全患者を避

難させることは難しいと感じていることが分かった。その理由として、ほとんどのスタッフが地震を伴う停電の経験

がなく、具体的な対応への知識も不足しているからと思われる0また、約半数のスタッフが緊急連絡網で次に連絡す

る人を把握していないのは、地震を伴う停電等、緊急連絡網を使用せざるを得ないような事態を経験した人数が少な

いことからも予想出来る。そのため緊急連絡網の重要性を感じていないスタッフが多いのではないかと考えられる0

一方、日頃より地震に関する勉強会に参加したいと答えたスタッフが約6割いたことから、より具体的に知識を得る

ことが不安解決に繋がることをスタッフの多くは理解している。しかし全スタッフが避難方法に不安があると答えて

いるにも関わらず、約6割のスタッフがマニュアルの内容を知らないと答えていた0このことから、それぞれのスタ

ッフが不安には感じているものの、災害対応マニュアルの参照等といったすぐに出来る不安解決の行動を取れていな

いことが分かった。

【結論】

筋ジストロフィー病棟で働くスタッフはほぼ全員、地震発生時、全患者を避難させることは難しいと思っており、

避難方法にも不安を抱いていることが理解できた。人工呼吸器使用率が高く、日常生活動作にも多大な介助を要する

患者の多い筋ジストロフィー病棟で働くスタッフとして、漠然とした不安を持つだけでなく、より具体的に災害時対

応方法を確認、学習するべきである。



在宅で人工呼吸器管理を使用している独居の神経筋疾患患者の実態調査

研究分担者：国立病院機構刀根山病院神経内科・臨床研究部　藤村晴俊（医）・膏藤利雄（医）

共同研究者：国立病院機構刀根山病院　神経内科

○中原佳代子（看），松村　剛（医），巾村辰江（看），小澤裕美子（看）

【目的】近年、神経筋疾患患者の中でも呼吸器を使用しながら在宅で生活する患者は増加している0そ

の多くは家族と共に在宅生活を送っているが、中には独居生活を選択する患者もいる0しかし、独居患

者の数は依然少なく、独居への思いや生活状況の実態が把握できていないため、独居に向けた的確な援

助ができていない。そこで、人工呼吸器を使用している独居患者の実態を調査することで、独居生活を

送るための課題を明らかにし、今後、独居を目指す患者への支援に繋げることを目的とした0

【方法】当病院で呼吸器管理を行っている独居の神経筋疾患患者の自宅を訪問し・事前に作成した調査

項目に沿って聞き取り調査を行った。期間は2013年9月～10月である。

【結果】

●Aさん、デュシェンヌ型筋ジストロフィー、男性、30代

＜基本情報＞独居期間：8年、呼吸器：TIPPV（24時間）＜福祉サービス＞ヘルパー：24時間、訪問看

護：2回／週、訪問入浴：1回／週、訪問リハビリ‥2回／週　＜金銭管理＞収入：障害者年金・生活保護、

管理方法：本人がインターネットで管理、現金の取り扱いは父親　＜独居に至るプロセス＞親に負担を

かけたくない、病院は社会から隔離されているという思いから独居を考え始めた。まずは以前から知っ

ていた自立推進団体に相談をし、準備を進めていった。＜退院までの指導＞病棟で大勢のヘルパーに

一斉に指導を行ってもらったが、技術チェックが細かくできず、不安だった。また、病院には利用でき

る制度について詳しく教えてもらえなかった。＜独居への思い＞独居は自分で自由に決められるのが

良い。たまに呼吸器のトラブルが起こったりすると不安に感じる。

●Bさん、ウェルドニツヒ・ホフマン病、男性、20代

＜基本情報＞独居期間‥1年、呼吸器‥WPV（就寝時使用）＜福祉サービス＞ヘルパー‥24時間、訪問

看護：隔週　＜金銭管理＞収入：障害者年金・生活保護、管理方法‥本人がネット管理、現金の取り扱

いはヘルパー　＜独居に至るプロセス＞支援学校在学中は入院生活で、卒業後も自宅には戻りたくなか

った。経済的に独居可能かを自分で調べ、支援学校や知人に相談して自立支援センターを紹介してもら

い、準備を進めていった。＜退院までの指導＞病棟でヘルパー1人に指導を実施・その後ヘルパー同

士の伝嵐指導に関しては十分に感じた。＜独居への思い＞病院は全てやってもらえるので楽だが、

独居は自分のしたいことができる。自分は独居して良かった0一人暮らししたい思いや自己管理能力（特

に金銭面）、他者への気遣いがあれば、独居できると思う。

【考察・結副独居に至る課題としてはまず複数のヘルパーが技術習得している必要がある0しかし全

員が一定以上の技術を有しているわけではないため、ヘルパーの技術レベルの確認とレベル向上への指

導が必要である。もう1つの課題は独居のための情報提供である0独居を始める際、患者は自分自身で

情報収集し自分自身で準備を進めていたが、病院にもっと情報提供をしてはしかったと述べていた0行

政との交渉や適切な社会資源の活用については病院としての援助に限界はあるが、より有効な支援法に

っいてさらに考えていく必要がある。また、独居をする上で経済面は重要なウエイトを占めるが、聞き

取りを行った患者はインターネットを主に活用して金銭管理を行っている0今後独居を希望する患者に

対し、金銭管理方法についての指導も重要になるだろう。



低圧持続吸引器の管理方法とトラブルについて

研究分担者：国立病院機刀根山病院　臨床研究部　藤村晴俊（医）、神経内科　斎藤利雄（医）

共同研究者：国立病院機刀根山病院　神経内科　松村　剛（医）

○藤等孝次（ふじさきこうじ）（ME）、今倉繁光（ME）

【諸言】

低圧持続吸引器を行うにあたり専用の気管切開チューブを用いて、気管内吸引を行うことは患者家族、

医療従事者にとって双方に大きなメリットがある。当院でも2011年1月から一部の患者で運用を開始し

てきたが、一度使い始めるとほとんどが1年以上使い続ける状態であった。今日までどのように管理を

行い、その結果どんなトラブルが生じているのかを明らかにし、今後の管理方法の向上についてどのよ

うに役立てるか検討した。

【方法】

2011年1月に1台目を購入してから、2013年9月末時点で9台保有している。現在の稼働率と管理

方法を提示するとともに、使用中にトラブルが発生し、臨床工学技士へ問い合わせがあった内容に対し

てどのように対応したかを提示する。

【結果】

2013年9月末現在での稼働率は44．4％（9台中4台稼働）であった。管理方法については、購入時に

ME機器管理ソフトに基本情報を入力し、バーコードを貼りつけた。病棟で使用するときは、ME機器管

理ソフトの手順に従って機器の貸出を行い、同時に滅菌した収集瓶とチューブを持ち出す。低圧持続吸

引器のダイヤル設定は主治医の指示に従って設定した。返却時は本体のみを貸出時と同様に返却手順に

従って返却を行い、収集瓶や吸引チューブについては病棟から中央材料室へ滅菌依頼を行い、滅菌物を

ME機器管理室へ返却した。ME機器管理室では返却された本体の清拭を行い、吸引チューブを折り曲げ

て吸引圧がかかるか確認を行う。吸引圧が上がらない場合やフィルター等の汚れがあった場合は新しい

ものに取り換えた。使用中におけるトラブルについては、2011年1月～2013年9月末時点でME機器

管理室への問い合わせ件数は合計13件であった。内訳としてメーカー修理は2件、臨床工学技士での対

応は11件であった。臨床工学技士の対応11件中、「吸引できない、吸引圧が上がらない」という内容が

9件と最も多く、9件のうち、収集瓶と本体の間に接続するフィルターの目詰まりが4件、圧力調整つま

みの不良1件、収集瓶単体の不良1件、吸引できないということで確認を行うも現象を認めなかった事

例が2件あった。その他患者への機器説明1件、機器本体のトラブルではなく高度に疾が粘桐であった

ため吸引できていない、またはボーカレイドの目詰まりによるもので各1件ずつであった。

【考察】吸引器そのもののトラブルは長期間使用しているにも関わらず、機器本体のトラブルよりも、

フィルターの目詰まりが多い傾向にあったのは、湿気を含んだ空気を長時間吸引し続けることでフィル

ターが膨張し、目詰まりを起こしたものと推測される。使用状況にもよるが、長期間連続使用する際の

フィルターは定期的な交換が必要と考えられた。また収集瓶の蓋もパッキンで完全に密着されて吸引さ

れているがつめがあまいものもあり、これにおいても定期的な交換が必要と考えられた。

【結語】長期間連続使用しているときはフィルター、収集瓶の定期的な交換は必要である。



経口から経管投与へ移行した筋ジストロフィー患者の

在宅療養に向けたチーム医療の実践

研究分担者：国立病院機構大牟田病院神経内科　荒畑創（医）

共同研究者：国立病院機構大牟田病院薬剤科1，栄養科2，看護部3，神経内科4

0森田明子（薬）1，田追任那（栄）2，上野佳代子（栄）2，

小柳佳代（看）3，穴井久美子（看）3，渡追暁博（医）4

【目的】

筋ジストロフィー患者は症状の進行により、しばしば嚇下機能の低下を認める。その為、

投与経路が経口から経管へ移行するケースは少なくない。今回経管へ移行した筋ジストロ

フィー患者に対し、多職種と連携して在宅療養の充実に向け取り組んだ。そのチーム医療

の実践内容の一例について報告する。

【方法】

経管投与の筋ジストロフィー患者のうち、退院後在宅療養となる患者に実施した。患者・

家族が在宅療養で問題としている内容について多職種と検討した。服薬に関しては、医師・

看護師と連携し、簡易懸濁法の導入を検討した。食事内容に関しては、医師・栄養士と相

談し、内容の見直しを行った。また、退院後の薬剤管理指導を行うこととなる調剤薬局の

薬剤師に施設間情報連絡書を用いて、情報提供を行った。

【結果】

服薬に関しては、簡易懸濁法導入の際、手順書を作成して患者・家族へ説明した。懸濁

には、操作が簡便な専用の懸濁ボトルを用いたが、患者自身が操作を行う場合、筋力低下

により注入時の圧で十分に注入できない場合があることが分かった。その場合はシリンジ

を用いた注入法を併用することとした。食事に関しては、入院中は食品の経腸栄養剤のみ

摂取していたが、退院後の購入費用の面を考え、医薬品の経腸栄養剤をベースとした。ま

た投与時間を短縮したい場合は、半固形栄養剤を一部併用することとした。

また、かかりつけの調剤薬局を決めていない患者には、入院中に指導した内容を退院後

も滞りなく実施できるよう、退院前にかかりつけの調剤薬局を決めてもらった。調剤薬局

の薬剤師と施設間情報連絡書を用いて入院中の情報を共有することができた。

【考察】

多職種間で連携することで多職種の専門的介入ができ、多くの意見を得ることができた。

そのため簡易懸濁法の導入や食事内容の検討に反映することができ、より有用な内容に変

更できたと考える。また、施設間情報連絡書を介して病院の薬剤師と調剤薬局の薬剤師が、

情報共有することができた。これまでの経過や薬剤管理指導の内容を引き継ぐことで、適

切な薬物療法を継続して患者に提供することが可能となると考える。



肺炎を繰り返すDMD患者における気管内噂疾自動吸引システムの導入経験

研究分担者：国立病院機構医王病院神経内科　　駒井清暢（医）

共同研究者：国立病院機構医王病院　○′J、田渉子（看）吉峯耕平（看）野村昌代（看）

吉田　幸（看）椛田優子（看）田沼慎也（PT）

田上敦朗（医）

【目的】

当院には人工呼吸器を装着しているデュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下DMD）患者が多く入院してい

るが、中でも喀疲喀出能の低下や礁下障害、深吸気能力の低下、人工呼吸器の使用などにより肺炎を頻発し

ている患者も少なくない。そこで1人のDMD患者の気管内喀疾自動吸引システム（コーケンネオブレスダ

ブルサクションタイプ＋アモレSU－1）の導入経験を通し、有効性を検証する。

【方法】

2011年7月から2013年9月の期間において、肺炎を繰り返しているDMD患者が気管切開を経て気管

内喀疾自動吸引システムを導入するに至った経緯を、後方視的に発熱・血敵抗生剤使用、画像などのデー

タを基に振り返る。また、気管内喀疾自動吸引システム導入前後での吸引回数を比較する。

【結果】

発熱日数は気管切開後減少し、気管内喀疾自動吸引システム導入後著しく減少がみられた。CRPは気管

切開後より徐々に低下傾向にあるが、WBCはあまり変動がみられなかった。抗生剤使用日数においては、

気管内噂疾自動吸引システム導入前の2か月間の平均は17．5日であり、導入後は4・5日に減少した。画像

所見に関しては、気管切開前は右の肺野を中心に、広範囲に粒状影が散在していた。気管切開後にはあまり

変化がなかったが、気管内噂疾自動吸引システム導入後は粒状影が著しく減少した。吸引回数に関しては、

抗生剤使用期間を除いた気管内噂疾自動吸引システム使用前後の20日間の平均値をとり比較した。使用前

は1日平均15．45回であり、使用後は8．75回でほぼ半減した。気管内喀疾自動吸引システムの吸引量は50

～100ml／日で一定している。患者の変化として、気管内喀疾自動吸引システム導入後、口腔・鼻腔から分

泌物吹き出しが増量した。メラ持続吸引チューブにて吹き出し量の測定を試みたが、患者がチューブを口腔

内に留めておくことができず、測定量にばらつきがあった。

【考察】

当患者は、前述したような疾喀出能の低下や嚇下障害などの進行により、肺炎を繰り返していた。気管切

開と気管内噂疾自動システムの導入によって有熱期間が減り、画像所見が改善した。また、吸引回数が減少

したことや口腔及び鼻腔からの分泌物吸引量が増量したことは、気管内に垂れ込む分泌物の量が減少したこ

とが関係したと思われる。

【結論】

痕や唾液などの分泌物垂れ込みによる肺炎を繰り返していたDMD患者に、気管内喀疾自動吸引システム

を導入した。本システム導入により有熱期間の短縮と抗生剤使用日数の減少が見られ、臨床的に有用であっ

たと言える。
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【目的】

当院では、唾液のタレこみによる肺炎や酸素化不良対策として、気管内啄痍自動吸引システム（ア

モレSUl）を導入した。2012年2月に外部講師による学習会等の準備を経て使用開始したが、その有

用性から徐々に使用台数が増え、当院では呼吸ケアサポートチーム（RST）が機器の導入説明から在

宅医療に向けた機器管理を支援することになり、臨床工学技士も一部を分担することになった。ここ

では当院での導入経験から、システム導入と機器管理上の課題を抽出し報告する。

【方法】

対象は、人工呼吸器使用中の患者でアモレSUlを入院導入したALS患者2名、デュシェンヌ型筋ジ

ストロフィー1名、福山型筋ジストロフィー1名、重症心身障害者2名、アーノルドキアリ奇形1名、

自己免疫性脳炎1名とした。方法は肥機器管理ソフト（TO舶S）と電子カルテより導入から現在に至

るまでの下記項目とした。

1）アモレSUl使用時の人工呼吸器の種類・設定変更について。

2）アモレSUl使用時の消耗交換部品の頻度について。

3）アモレSUlの使用中止となった経緯について。

4）入院から在宅療養移行への機器管理について。

【結果】

1）人工呼吸器はLTV1200：2台、HT50：3台、Trilogy100：3台で、換気様式はVCVが7名、PCV

が2名であった。変更前と変更後の吸気一回換気量、吸気圧、吸気時間は7例で変更はなかったが1

例で吸気一回換気量が520mから630mlに上昇していた。2）消耗品は、フィルター交換：5件、吸引

ホースの交換：2件であった。臨時気管切開カニューレの交換：5回であった。3）アモレSUlの中止

となった患者は、1名で気管切開カニューレのカフ下吸引側チューブの閉塞を頻回に繰り返したため

中止となった。4）在宅療養移行時の機器購入についてご家族もしくは在宅医に説明し、ご家族に機

器を直接買ってもらった。その後機器の取り扱い説明と消耗品交換頻度をご家族と在宅医、在宅看護

師に説明を行った。

【考察】

今回調査したことにより人工呼吸器の設定は、ほとんどの患者で変更することなく安全に使用でき

た。しかし、スタッフがアモレSUlの取り扱いについて習熟し、気管切開チューブの交換時期やフィ

ルターの交換時期を的確に判断する必要があった。また、患者・家族や在宅かかりつけ医、在宅訪問

看護師にもシステムの取扱方法や機器および消耗品購入等について説明を十分に行い、知識や手技を

共有化することが必要と思われた。さらに在宅療養への移行では、機器破損時の対応をメーカーと共

に考える必要がある。

【結論】

アモレSUlはシステムに習熟する機会と期間を設けることで安全かつ容易に使用可能である。


