
2012年度　第2回ラー講座
(前医療的ケア実施者養成研修)

2012年5月19日(土)

しぇあホール

1．このところのあれこれ

2．この間に、こうのいけスペースであったこと

　　　　　　　　　　　　　(Rくんのこと、Kくんのこと)

3．前回を振り返りつつ、食べる、飲み込むということを考えましょう

4．径管栄養について考えましょう

5．その他



1．このところのあれこれ

　負担をかけると思うから早めに死ぬと言う。そんな思いからの決定を「はいどうぞ」と
周囲の者たちが受けいれてよいか。自殺しようとする人を、少なくともいったんは止めよ
うとするではないか。なぜ終末期では決定のための情報を提供するだけで、中立を保つと
言うのだろう。しかもその理由は周囲の負担だ。それをそのまま認めることは、「迷惑だ
から死んでもらってよい」と言うのと同じではないか。それは違うだろう。本人の気持ち
はそれとして聞き受け止めた上で、「心配しなくていい」と言えばよい。
　家族には簡単にそう言えない事情がある。実際に本当に大変だからだ。しかし言えない
なら言えるような状態にすればよい。世話のこと、お金のことを家族に押し付けないなら、
それは可能だ。
　尊厳死は経済の問題とは関係なく、あくまで本人の希望の問題だと言う人もいる。しか
し、意思の尊重と社会の中立を言いたいのなら、どんな時も生きられるようにするのが先
だ。でなければ金の問題に生き死にが左右されてよいと認めていることになる。
　物があり、支える人がいれば、人は生きていける。物はある。少子高齢化で支える人が
いなくなると言う人もいるが、そんなこともない。この社会は亡くなるまでの数日、数月、
数年を過ごしてもらえない社会ではない。

Arsvi.com  http://www.arsvi.com/index.htmから

全文は配布資料にあります



1．このところのあれこれ

4月23日あたりに報道された事件

http://www.dailymotion.com/video/xqgav7_yyyyyyy-yyyyyyyy_news

報道記事からの文言として



1．このところのあれこれ

大阪維新の会　大阪市会議員団　平成２４年５月

家庭教育支援条例　（案）　　

（発達障害、虐待等の予防・防止の基本）
　第１５条
　　乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因であると指摘され、また、それ
が虐待、非行、不登校、引きこもり等に深く関与していることに鑑み、その予防・防止をはかる
　（保護者、保育関係者等への情報提供、啓発）
　第１６条
　　予防、早期発見、早期支援の重要性について、保護者、保育関係者およびこれから親になる人にあらゆる機会を通じて
情報提供し、啓発する
　（発達障害課の創設）
　第１７条
　　１項　発達障害の予防、改善のための施策は、保育・教育・福祉・医療等の部局間の垣根を廃して推進されなければな
らない
　　２項　前１項の目的達成のために、「発達障害課」を創設し、各部局が連携した「発達支援プロジェクト」を立ち上げ
る
　（伝統的子育ての推進）
　第１８条
　　わが国の伝統的子育てによって発達障害は予防、防止できるものであり、こうした子育ての知恵を学習する機会を親お
よびこれから親になる人に提供する
　（学際的プロジェクトの推進）
　第１９条
　　保育・教育・福祉・医療等にわたる、発達障害を予防、防止する学際的研究を支援するとともに、各現場での実践的な
取り組みを支援し、また、その結果を公表することによって、いっそう有効な予防、防止策の確立を期す

以下に抜粋、全文は配布資料に



大阪維新の会　大阪市会議員団　平成２４年５月　家庭教育支援条例　（案）　

また、このレベルは他の会派や、他の自治体の議員においても、標準なのでしょうか？

それにしても、こんな粗雑な条例案が大手を振って出てくる背景には、現実にわたしたちが実感している、
子供の状況と、子育ての現状への危機感があるのでしょう。だとしたなら、たとえ今回条例案が抜本的に直
されたり、議会で否決されたとしても、同様のものが他の自治体で出てこないとも限りません。けっきょく
のところ、わたしたち市民側が、管理をしたくてしょうがない人たちにつけいる隙を与えているのでしょう。
日々の節電で原発を無用にできるように、こんな条例も無用にできると考えます。



Rくんの呼吸器離脱時(あるいは離脱後)について
5月4日(金)の朝、7:45(くらい)にRくんのモニターからSpo2低下に伴うア
ラームが鳴る(アラーム設定は85％)。スタッフAは吸引を実施、スタッフ
Bはアンビューバックを持ち構えながらモニターの電源を落とす。いずれ
も慌てる感は見て取れず、モニターの電源を入れるとSpo2値は80％を
切っている。その間約1分は超える。国本介在し呼吸介助で改善するが、

省みてみたい。

確認したい点というよりも不安な点

1．呼吸器を離脱する際の注意点への意識はあったか?

　　覚醒度、夜間陽圧換気による慣性からの陰圧換気(自然呼吸)への転換

2．Spo2値が低下している(更に低下し続ける)ことの意味は理
解できているか?

3．基本的な呼吸の仕組み、緊急時(という意識がおそらく無
い?)の対処法はイメージできているか?(できていないと言わざ
るを得ない)

2．この間に、こうのいけスペースであったこと



呼吸中枢刺激

胸郭拡大

胸腔内陰圧

吸気流入

胸郭弾性収縮

呼出

自然呼吸
の

しくみ

「息すること(呼吸)」の基本的な仕組み

西神戸医療センター麻酔科HPから



「息すること」(呼吸)の基本的な仕組み

やさしイイ呼吸器教室のブログから



胸郭、横隔膜が広がることで胸腔内に陰圧がかかります

西神戸医療センター麻酔科HPから

「息すること」(呼吸)の基本的な仕組み



陰圧で空気が流入すると同時に静脈還流が増加します
西神戸医療センター麻酔科HPから

「息すること」(呼吸)の基本的な仕組み



呼吸と胸の動き

吸気 呼気
　（中村　隆一、斉藤　宏著、基礎運動学第４版　１９９５　医歯薬出版株式会社より）

「息すること」(呼吸)の基本的な仕組み



呼吸と横隔膜の動き

吸気 呼気
　（中村　隆一、斉藤　宏著、基礎運動学第４版　１９９５　医歯薬出版株式会社より）

「息すること」(呼吸)の基本的な仕組み



「息すること」(呼吸)の基本的な仕組み



この間に、こうのいけスペースであったこと

Kくん、ご自宅でEDチューブ破裂



EDチューブって何?
EDチューブ：elemental diet tube 成分栄養チューブ
NGチューブ：nasogastric tube 経鼻胃管



Kくん、なんで経腸栄養なの?

経管栄養は十二指腸へ

12市長(支庁?)って何処?とか

量・時間・速度などなどの留意

昨年12月の際のスライド



で、少しKくんについて

何度かの宿泊を終えてどうだったか?



☆彼の呼吸・栄養・排泄などから学ばせていただくこと 昨年12月の際のスライド



やいこしいけど覚えましょう。

P:プレッシャー

C:コントロール、または

continuous:切れ目無く＝持続

V:ベンチレーション

A:エアウェイ

M:mandatory＝必須・強制

S:synchronized＝同時、同期的

I:intermittent＝間欠的

気道内圧の上昇及び酸素分圧の上昇は肺傷害をもたらすので、気道内圧
の安全限界が低い方においては、一定の圧で空気を送気し、一定時間内
に目標の吸気が得られなくても制限時間に達したら呼気相に転じる。

昨年12月の際のスライド



排泄面では
呼吸や循環、栄養などなど、

全てとの関わりでみていきましょう

昨年12月の際のスライド



その他確認しておきたいこと
座位保持は何時間? できるだけ座位をとりたいもんです。

けっこー不明な(不気味)な発汗ありますが・・・

　　・・・前述の諸々、出納量、排便にもかかわったりです

食事(栄養)に関して・・・1日あたりの栄養量・水分量は・・・

　注入速度の確認と機械の扱い方も確認しましょう

　発熱や下痢・嘔吐の際の調整は・・・

排泄については、期間中は尿量測定してみましょう

　排便もほぼ毎日あるという情報です

入浴はしっかりみんなでサポートしましょう

　アンビューバックの使い方も確かめましょう

　　　　　(佳亮くんにあわせたカタチを学ばせていただく)

昨年12月の際のスライド



前回を振り返りつつ、食べる、飲み込むということを考えましょう



前回を振り返りつつ、食べる、飲み込むということを考えましょう



前回を振り返りつつ、食べる、飲み込むとい
うことを考えましょう



　なんとなく怖い響き・・・誤嚥だとか、、。。

少し、おさらい・・・と言うか、基本的なところを・・・。

　　　　　　　　　基本的な嚥下パターン

前回を振り返りつつ、食べる、飲み込むということを考えましょう



再度、節食・嚥下運動

藤島一郎：脳卒中の摂食・嚥下障害，第2版，医歯薬出版，東京．2005;P19～29

前回を振り返りつつ、食べる、飲み込むということを考えましょう



誤嚥の分類

　凡そ、3パターンの誤嚥の種類があります。
　如何に、見えない部分(口の中～首の中)をイメージできるかが、大切

藤島一郎：脳卒中の摂食・嚥下障害，第2版，医歯薬出版，東京．2005;P29．改変

前回を振り返りつつ、食べる、飲み込むということを考えましょう



梨状窩

喉頭蓋

喉頭蓋谷

食道入口部

舌

食道

口蓋垂

鼻腔

咽頭後壁

前回を振り返りつつ、食べる、飲み込むということを考えましょう



前回を振り返りつつ、食べる、飲み込むということを考えましょう

http://youtube.googleapis.com/v/Sv407OuKadQ&fs=1&source=uds&autoplay=1

和歌山県立医科大学脳神経外科提供

その他、ネットから・・・　

http://youtube.googleapis.com/v/ojOzHJW1_cc&fs=1&source=uds&autoplay=1

http://youtube.googleapis.com/v/Sv407OuKadQ&fs=1&source=uds&autoplay=1

http://youtube.googleapis.com/v/A9JiMIBRhK4&fs=1&source=uds&autoplay=1

http://youtube.googleapis.com/v/zjdz-j1NB5c&fs=1&source=uds&autoplay=1

http://youtube.googleapis.com/v/Cp-Ox_jpNkQ&fs=1&source=uds&autoplay=1



Percutaneus

Endoscopic

Gastrostomy

瘻孔

胃

腹壁

本来は手術の術式の名前がPEGだったが、今日、単に胃瘻のことをPEG（ペグ）と呼んでも良い

胃と腹壁を貫く穴を“胃の瘻孔：胃瘻”と呼ぶ

瘻孔はピアスの穴のように、一定期間ものが
入っていると癒着・固定する

PEGカテーテル

径管栄養について考えましょう

群馬大学 教育学部　 障害児教育学講座
　吉野浩之先生より



栄養法の選択
ASPEN（ｱﾒﾘｶ静脈経腸栄養学会）

ガイドラインより　一部改変

消化消化消化消化・・・・吸収吸収吸収吸収にににに問題問題問題問題なくなくなくなく、、、、消化管消化管消化管消化管がががが使使使使えるかえるかえるかえるか？？？？

経口経口経口経口のののの栄養摂取量栄養摂取量栄養摂取量栄養摂取量がががが足足足足りないかりないかりないかりないか？？？？

経腸栄養経腸栄養経腸栄養経腸栄養 静脈栄養静脈栄養静脈栄養静脈栄養

期間は？ 期間は？
6週未満 6週以上 2週未満 2週以上

経鼻胃管経鼻胃管経鼻胃管経鼻胃管 胃瘻胃瘻胃瘻胃瘻・・・・腸瘻腸瘻腸瘻腸瘻 末梢静脈末梢静脈末梢静脈末梢静脈 中心静脈中心静脈中心静脈中心静脈

Yes No

経口栄養経口栄養経口栄養経口栄養
Yes No

腸が使える患者さんは点滴でなく経腸栄養で
6週間以上経鼻胃管になる場合は胃瘻へ

群馬大学 教育学部　 障害児教育学講座　吉野浩之先生より



PEGの作り方
PEG：胃カメラを使った造設法

内視鏡（胃カメラ）さえ
あれば、どこでもできる。
　　内視鏡室、手術室、
　　
　　所要時間：10-20分

PDN解説用CDより

群馬大学 教育学部　 障害児教育学講座　吉野浩之先生より



チューブ ボタン

バ
ル
ン

バ
ン
パ
ー

チューブが邪魔
不潔になりがち

QOLがいい

交
換
が
容
易

事
故
抜
去
が
多
い

交
換
が
や
や
難

事
故
抜
去
が
少
な
い

注水孔注水孔注水孔注水孔バルブバルブバルブバルブ 注水孔注水孔注水孔注水孔バルブバルブバルブバルブ

群馬大学 教育学部　 障害児教育学講座　吉野浩之先生より



PEGの勘違い

肺炎にならないためにPEGにする

PEGにしたから、口からは食べない

誤嚥性肺炎は唾液の流入（不顕性誤嚥）
などが原因

口からの刺激は重要
栄養はPEGから、口は楽しみ・リハビリ

摂食摂食摂食摂食・・・・嚥下嚥下嚥下嚥下はあきらめないはあきらめないはあきらめないはあきらめない

口腔ケアをしっかり行うことが肺炎の予防

群馬大学 教育学部　 障害児教育学講座　吉野浩之先生より



栄養剤の種類

食　品 医薬品

濃厚流動食濃厚流動食濃厚流動食濃厚流動食 そのそのそのその他他他他

インパクトインパクトインパクトインパクト
グルセルナグルセルナグルセルナグルセルナ
リーナレンリーナレンリーナレンリーナレン
（（（（機能性食品機能性食品機能性食品機能性食品））））

テルミールテルミールテルミールテルミールＰＧＰＧＰＧＰＧソフトソフトソフトソフト
（（（（半固形化剤半固形化剤半固形化剤半固形化剤））））
　　　　

メイバランスメイバランスメイバランスメイバランス

アイソカルアイソカルアイソカルアイソカル

リキットダイエットリキットダイエットリキットダイエットリキットダイエット

CZ-Hi

半消化態半消化態半消化態半消化態
消化態消化態消化態消化態・・・・
成分栄養成分栄養成分栄養成分栄養

エンシュアリキッドエンシュアリキッドエンシュアリキッドエンシュアリキッド

ラコールラコールラコールラコール

ハーモニックハーモニックハーモニックハーモニックM

ツインラインツインラインツインラインツインライン

エレンタールエレンタールエレンタールエレンタール

・・
・
・・

・・
・
・・

（大塚製薬）

（味の素）

・・
・
・・

群馬大学 教育学部　 障害児教育学講座　吉野浩之先生より



在宅経腸栄養の制度
濃厚流動食
半消化態栄養剤

消化態・
成分栄養剤

在宅療養
指導管理料

在宅寝たきり患者
処置指導管理料
　（1,050点/月）

在宅成分栄養経管在宅成分栄養経管在宅成分栄養経管在宅成分栄養経管
栄養法指導管理料栄養法指導管理料栄養法指導管理料栄養法指導管理料
　（2,500点/月）

注入ポンプ 算定不可 注入ポンプ加算
　（1,250点／月）

ボトル・チューブ
・シリンジ、
その他消耗品

算定不可 栄養管セット加算
　（2,000点／月）
ツインラインツインラインツインラインツインライン
エレンタールエレンタールエレンタールエレンタール の２種

群馬大学 教育学部　 障害児教育学講座　吉野浩之先生より



PEG：最近の話題　１

２．栄養剤の半固形化

生理的な食事とは？

液体より柔らかい固体が自然な消化に近い
胃が膨らむことが消化開始の合図

１．薬剤の簡易懸濁法

昭和大　倉田なおみ先生が提唱している方法
粉砕の手間やロスがない、チューブつまりが少ない、
配合変化や吸湿による変化などの化学変化が少ない
などのメリットがある

群馬大学 教育学部　 障害児教育学講座　吉野浩之先生より

http://www.sufrh.com/second/yakkyoku/kanikendakuho/Enge2_1.html



　　

NPO法人PGEドクターズネットワークHPから

　ちょいと見にくい
が、こんな感じ・・。

　胃と、腹壁と、体
外と・・・。

　

なんとなくイメー
ジ・・・。

径管栄養について考えましょう



で、こんな種類があるらしい・・・

NPO法人PGEドクターズネットワークHPから

径管栄養について考えましょう



家庭でも交換できる　バルーンバルーンバルーンバルーン式式式式のののの胃瘻胃瘻胃瘻胃瘻

カ
テ
ー
テ
ル
型

16FR

1.7CM
B
A
L

ボ
タ
ン
型

16FR

1.7CM

B
A
L

胃瘻径管栄養について考えましょう



胃婁が抜けた!

径管栄養について考えましょう



胃瘻部胃瘻部胃瘻部胃瘻部のののの観察観察観察観察とととと注意注意注意注意
◆ 注入前にチューブに空気を入れて音を確認する必要はない。

◆ 先端が抜けていないか、瘻孔部に異常がないか視覚的に確認する。

◆ 固定がずれていないか確認し、必要であれば適宜ガーゼを交換する。

◆ バルーンカテーテル型の場合、固定の位置(深さ)が不適切であると、

� 肉芽の原因になったり、胃液が漏れ出てきてびらんの原因になる。

◆ バルーンカテーテル型の場合、皮膚への固定がゆるんでいると、
� 胃の蠕動運動によってバルーンが幽門部（胃から十二指腸への出口）

　　まで移動して胃の出口を閉塞し、胃が膨満し嘔吐を招くことがある。

胃液

胃

胃
バルーンが
幽門を閉塞

【適切な固定】

固定が
緩いと‥

胃瘻径管栄養について考えましょう



胃と腸というか消化器

　なんとなくイメージ
　教科書的
こんなもんでなかったりする。

径管栄養について考えましょう



逆流防止機構にはたらく因子

食道裂孔(食道が横隔膜をとおる部分)の圧迫
腹部食道(横隔膜より下の食道)にかかる腹圧
食道と胃の角度：ヒス(His)角
食道胃接合部の胃粘膜ヒダの集合
下部食道昇圧帯(LES圧)
腹圧

径管栄養について考えましょう



逆流防止機構が正常にはたらかないと胃食道逆流がおこる

噴門形成による逆流防止手術

腹部食道の回りを胃底部でまいて逆流を防止する

径管栄養について考えましょう



5．その他

せんだっての「発達障害」云々中で



MEMO・・・


