
　山内　非常に優れた技術だと思われ
ますが、最近開発されたこともあって、
これができる施設はまだあまり多くな
いという印象もありますが。
　杉　不整脈を専門に勉強されてきた
先生方が行っているのが実情です。狭
心症、心筋梗塞を扱うカテーテルのバ
ルーン治療やステント治療ができる施
設すべてでできるかというと、必ずし
もそうではありません。ただ、最近で
はそういうステントを扱う先生方も、
この心房細動のカテーテルアブレーシ
ョンを行うようになっていますので、
日本でもかなりの施設でできるように
なっているかと思います。
　山内　最後に、発作性の心房細動を
引き起こすような誘因について教えて
いただきたいのですが。
　杉　発作性の心房細動になる前の一
過性心房細動という状況は特にそれを
表しています。睡眠不足、疲労、スト
レス、お酒、こういうものがあると心
房細動になることがあります。あとは
年齢的な要素が多いのではないかと思

います。
　山内　一過性の場合には、そういっ
た誘因で起こして、それで治って、ま
た同じ誘因で起きる。
　杉　ですから、その誘因を避けるよ
うにすることが大事だと思います。発
作性になってしまいますと、そういう
誘因がなくても起こるようになります
ので、そこは注意して、最初のうちに
気をつけておいたほうがいいかもしれ
ません。
　山内　ちなみに、たばこはあまり関
係ないのでしょうか。
　杉　実際のところは、動脈硬化、ま
たは肺がんとか、その辺には関係あり
ますけれども、心房細動そのものには
あまり影響はないようにいわれていま
す。
　山内　何か意外な感じがいたします
ね。いずれにしましても、生活のリズ
ムをきちんと整えることが原点になり
ますね。
　杉　それがよいかと思います。
　山内　ありがとうございました。

　山内　木村先生、寝たきり状態の方
というのは、一般的に吸引が増えるケ
ースが多い印象はあるのですが、実際、
そういうものなのでしょうか。
　木村　この患者さんの場合は、意識
障害を伴う脳梗塞・脳出血後遺症とい
うことですから、いわゆる誤嚥が、不
顕性のものも含めてあると思いますの
で、喀痰や分泌物が口腔内にたまって
しまうことがありうると考えられます。
　山内　やはり誤嚥はかなり頻度とし
て高くなりますね。
　木村　意識障害を呈する経管栄養中
の患者さんではかなり多いかと思いま
す。
　山内　肺炎などになれば、当然こう
いった分泌物は増えると思われますが、

実際には例えば嚥下機能が低下してい
るといった問題も絡んでくるところも
あるのですね。
　木村　そうかと思います。この方は
おそらく十分な経口摂取ができないこ
とから経管栄養になっていると思いま
すので、嚥下機能はよくない方で、痰
の量も多くなっているのかと思います。
　山内　実際問題として、対応はなか
なかたいへんですね。
　木村　難しいところです。
　山内　そのような状況でも、多少な
りとも何かできないかということです
が、まず寝たきりの患者さんで、寝か
せっぱなしの体位はあまりよくないの
でしょうね。
　木村　はい。基本的なことですが、

経管栄養中患者の口腔・気管吸引

北里大学総合診療医学准教授
木　村　琢　磨

（聞き手　山内俊一）

　脳梗塞・脳出血後遺症のために意識障害となり、現在経管（胃瘻、経鼻）栄
養中の患者さんに関しての質問です。
　栄養剤の注入に関係なく、頻回に口腔・気管内分泌物の吸引が必要となる方
がいます。少しでも吸引回数を軽減させる方法・対策があればご教示ください。

＜奈良県勤務医＞
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いわゆるポジショニングは、特に経管
栄養の注入時と注入後しばらくは、な
るべく30度ぐらいにしていただいたほ
うがよいかと思います。
　山内　喀痰のたぐいのものが多いの
でしょうから、一般論ですが、水分の
補給はかなり重大な問題ですね。
　木村　おっしゃるとおり、分泌物の
量は水分量で変わる方がかなり多い印
象があります。介護者の方は脱水を心
配して水分を多めにということがどう
してもあると思うのですが、できれば
冬場の水分量を基本にしていただいて、
医師はもちろん訪問看護師の方などと
相談しながら、汗の量や季節などで
徐々に増やしたり、分泌物の量を見な
がら少しずつ減らすことが大切かと思
います。
　山内　過剰投与になると、難しい問
題が出てくるのでしょうか。
　木村　もちろんそうですね。経管栄
養の方は水分が過剰になると、繰り返
しますが、分泌物が増えたり、浮腫な
ども含めて、かなり関係すると思いま
す。水分量は重要だと思います。
　山内　うまい調節が必要だというこ
とですね。
　木村　はい、必要だと思います。
　山内　次に口腔ケアについてはいか
がでしょうか。
　木村　一定以上の分泌物がある場合
には、肺炎予防のためにも口腔ケアが
重要なことは間違いないと思います。

　山内　ただ、実際に口腔ケアが重要
だというのは、わかっていても、正し
いケアの実行はなかなか難しいところ
があると思うのですけれども、具体的
にどういったポイントがあるでしょう
か。
　木村　まず、患者さんが不快かどう
かが、重要かと思いますが、今回、要
点は分泌物、あるいは喀痰を減らすこ
とですので、それで申し上げると、ま
ず口の中の頰粘膜のあたりに粘膜が痂
皮化したものが、たくさんある方がけ
っこういらっしゃいます。そういった
ものをきれいにしていただくと、喀痰
が減るという報告が散見されます。口
腔ケアといっても、歯を磨くことだけ
ではありませんので、頰粘膜面もきれ
いにしていただくことが、まず全体と
しては重要なメッセージかと思います。
　山内　確かに歯肉の間とかに、そう
いうスポットみたいなところもけっこ
うありそうですね。
　木村　そうですね。質問の患者さん
が介護保険でどのようなサービスをお
使いかはちょっと情報が不足していま
すが、患者さんのご家族だけではなく
て、訪問看護師とか、もちろんヘルパ
ーさん、介護職の方との協力とか、時
に医科歯科連携といいますか、訪問歯
科とか、歯科の衛生士さんの訪問も最
近では少しずつ可能なところも増えて
いますので、利用していただき、併用
がよいかと思います。

　山内　先ほど水分補給の問題があり
ましたが、口を開けたまま長時間寝て
いるような状態では、口の中が乾燥し
ているのではという感じもあるのです
が、そのあたりはいかがでしょうか。
　木村　おっしゃるとおりで、そうい
う方の中には、しばしば、口の中が乾
燥していても痰が出る方がいます。た
だ、そういう方には頰粘膜などに保湿
剤を塗っていただいて、しばらくして
保湿剤が行き渡ると、先ほど言った粘
膜のかすのようなものが出てきますの
で、それを取っていただくことが必要
です。
　ただ、普通に取ると、口の奥へ落っ
こちてしまうのです。そうしますと、
よけい痰が増えたり、詰まったりする
可能性もあり危険ですから、吸引器付
きのブラシで取ることが望ましいと思
います。吸引器付きのブラシを家族の
方で使用できる方も限られていると思
いますので、訪問看護師ですとか、最
初は歯科に入ってもらって、どの程度
まで家族でケアが可能かなどの指導も
受けられるとよいと思います。
　特に、いわゆるドライマウスという
か、口腔内が乾いている方は注意して
口腔ケアをしないと、効果が出ないば
かりか、粘膜などのかすが口腔内の奥
へ落ちたりすると、逆に肺炎になるこ
ともありますので、慎重に行う必要が
あります。
　山内　吸引に関しては最近、看護師

だけではなく、介護士も部分的にでき
るようになったのですが、これが十二
分に技術が伝わっているのか。形ばか
りの吸引になってしまっていて、かえ
って回数ばかり増えるかたちになって
しまっているのではないかというとこ
ろがありますが。
　木村　もちろん、介護士の方が吸引
を行う際には、法律の改正で研修が義
務づけられていますので、皆さん、き
ちっと研修は受けられていると思いま
す。ただ、介護士の方はある意味で患
者さんと一番近い距離にいますので、
特にこの患者さんは意識障害というこ
とですけれども、ある程度意識がある
方が、痰を取ってほしいと言うと、あ
まり痰が多くないのに取る結果になっ
たり、あるいは吸引が刺激になって、
痰が出る可能性も心配されるところで
す。
　あとは、患者さんに苦痛を与えない
ようにという点は重要ですけれども、
せっかく痰を取るのであれば、効果的
にきちっと１回で取れるように、取り
きれずに何回も吸引する必要がないよ
うに、トレーニングする必要があるか
と思います。
　山内　奧のほうは看護師でないとで
きないことになっているのが、ちょっ
とややこしいところですけれども。
　木村　そうですね。微妙なところで
すね。
　山内　本当は十二分に奧までやった
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いわゆるポジショニングは、特に経管
栄養の注入時と注入後しばらくは、な
るべく30度ぐらいにしていただいたほ
うがよいかと思います。
　山内　喀痰のたぐいのものが多いの
でしょうから、一般論ですが、水分の
補給はかなり重大な問題ですね。
　木村　おっしゃるとおり、分泌物の
量は水分量で変わる方がかなり多い印
象があります。介護者の方は脱水を心
配して水分を多めにということがどう
してもあると思うのですが、できれば
冬場の水分量を基本にしていただいて、
医師はもちろん訪問看護師の方などと
相談しながら、汗の量や季節などで
徐々に増やしたり、分泌物の量を見な
がら少しずつ減らすことが大切かと思
います。
　山内　過剰投与になると、難しい問
題が出てくるのでしょうか。
　木村　もちろんそうですね。経管栄
養の方は水分が過剰になると、繰り返
しますが、分泌物が増えたり、浮腫な
ども含めて、かなり関係すると思いま
す。水分量は重要だと思います。
　山内　うまい調節が必要だというこ
とですね。
　木村　はい、必要だと思います。
　山内　次に口腔ケアについてはいか
がでしょうか。
　木村　一定以上の分泌物がある場合
には、肺炎予防のためにも口腔ケアが
重要なことは間違いないと思います。

　山内　ただ、実際に口腔ケアが重要
だというのは、わかっていても、正し
いケアの実行はなかなか難しいところ
があると思うのですけれども、具体的
にどういったポイントがあるでしょう
か。
　木村　まず、患者さんが不快かどう
かが、重要かと思いますが、今回、要
点は分泌物、あるいは喀痰を減らすこ
とですので、それで申し上げると、ま
ず口の中の頰粘膜のあたりに粘膜が痂
皮化したものが、たくさんある方がけ
っこういらっしゃいます。そういった
ものをきれいにしていただくと、喀痰
が減るという報告が散見されます。口
腔ケアといっても、歯を磨くことだけ
ではありませんので、頰粘膜面もきれ
いにしていただくことが、まず全体と
しては重要なメッセージかと思います。
　山内　確かに歯肉の間とかに、そう
いうスポットみたいなところもけっこ
うありそうですね。
　木村　そうですね。質問の患者さん
が介護保険でどのようなサービスをお
使いかはちょっと情報が不足していま
すが、患者さんのご家族だけではなく
て、訪問看護師とか、もちろんヘルパ
ーさん、介護職の方との協力とか、時
に医科歯科連携といいますか、訪問歯
科とか、歯科の衛生士さんの訪問も最
近では少しずつ可能なところも増えて
いますので、利用していただき、併用
がよいかと思います。

　山内　先ほど水分補給の問題があり
ましたが、口を開けたまま長時間寝て
いるような状態では、口の中が乾燥し
ているのではという感じもあるのです
が、そのあたりはいかがでしょうか。
　木村　おっしゃるとおりで、そうい
う方の中には、しばしば、口の中が乾
燥していても痰が出る方がいます。た
だ、そういう方には頰粘膜などに保湿
剤を塗っていただいて、しばらくして
保湿剤が行き渡ると、先ほど言った粘
膜のかすのようなものが出てきますの
で、それを取っていただくことが必要
です。
　ただ、普通に取ると、口の奥へ落っ
こちてしまうのです。そうしますと、
よけい痰が増えたり、詰まったりする
可能性もあり危険ですから、吸引器付
きのブラシで取ることが望ましいと思
います。吸引器付きのブラシを家族の
方で使用できる方も限られていると思
いますので、訪問看護師ですとか、最
初は歯科に入ってもらって、どの程度
まで家族でケアが可能かなどの指導も
受けられるとよいと思います。
　特に、いわゆるドライマウスという
か、口腔内が乾いている方は注意して
口腔ケアをしないと、効果が出ないば
かりか、粘膜などのかすが口腔内の奥
へ落ちたりすると、逆に肺炎になるこ
ともありますので、慎重に行う必要が
あります。
　山内　吸引に関しては最近、看護師

だけではなく、介護士も部分的にでき
るようになったのですが、これが十二
分に技術が伝わっているのか。形ばか
りの吸引になってしまっていて、かえ
って回数ばかり増えるかたちになって
しまっているのではないかというとこ
ろがありますが。
　木村　もちろん、介護士の方が吸引
を行う際には、法律の改正で研修が義
務づけられていますので、皆さん、き
ちっと研修は受けられていると思いま
す。ただ、介護士の方はある意味で患
者さんと一番近い距離にいますので、
特にこの患者さんは意識障害というこ
とですけれども、ある程度意識がある
方が、痰を取ってほしいと言うと、あ
まり痰が多くないのに取る結果になっ
たり、あるいは吸引が刺激になって、
痰が出る可能性も心配されるところで
す。
　あとは、患者さんに苦痛を与えない
ようにという点は重要ですけれども、
せっかく痰を取るのであれば、効果的
にきちっと１回で取れるように、取り
きれずに何回も吸引する必要がないよ
うに、トレーニングする必要があるか
と思います。
　山内　奧のほうは看護師でないとで
きないことになっているのが、ちょっ
とややこしいところですけれども。
　木村　そうですね。微妙なところで
すね。
　山内　本当は十二分に奧までやった
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ほうがいいのですね。
　木村　これも患者さんによると思う
のですが、口腔内でもあまり奧のほう
は介護士の方では限界があるかもしれ
ません。
　山内　なかなかこのあたりは技術的
に難しいのですね。
　木村　なかなか難しいところがあり
ます。
　山内　今後、高齢者が増えてくると、
このあたりの連携は極めて重要ですね。
　木村　はい、重要になってくると思
います。
　山内　１日に何度も何度も吸引とい
うケースは非常に多いのでしょうか。
　木村　多いと思います。この患者さ
んは栄養剤の注入に関係なくというこ
とですが、栄養剤の注入後を中心に吸
引が必要な方でしたら、計画的に在宅
サービスが受けられると思います。た
だ、一定以上の病状になりますと、常
に誤嚥が発生してしまって、一日中、
一定の吸引が必要な方は少なくないか
と思います。
　山内　介護上の手間といってはなん
ですけれども、これが非常に増えてく
ると、たいへんになってきますね。

　木村　介護負担と申しましょうか、
特に自宅療養では家族はそうお感じに
なる場合もあると思います。
　山内　最後に、直接的な問題ではな
いかもしれませんが、医師として何か
薬をといった点から、ある程度考えら
れるものにはどういったものがあるで
しょうか。
　木村　この患者さんとは少し離れま
すが、いわゆる終末期ですとか、患者
さんに苦痛があって、苦痛をとるとい
うことでしたら、医師の役割としては
薬物療法を適宜行うことが求められる
かと思います。いわゆる抗コリン作用
がある薬物、例えばスコポラミンです
とか、硫酸アトロピンは抗コリン作用
で気道分泌物をある程度減らすことが
できますので、緩和という意味で時々
使うことがあります。
　山内　抗生物質はあまり使わないで
すか。
　木村　明らかな肺炎があれば当然で
すが、臨床的に喀痰が減ることを期待
して使用するか否かを判断することに
なると思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　山内　渡辺先生、シルエットサイン
といいますと、国家試験ではおなじみ
ですが、そのわりに、実臨床になると
少しおろそかになっているかとも感じ
ます。おさらいを含めてですが、まず
このシルエットサインを見た場合、ど
ういったことを伝えていると考えると
よいのでしょうか。
　渡辺　胸部X線検査のシルエットサ
インは２つの大きな役割があると思い
ます。１つめは存在診断です。陰影発
見の手がかりとして使われ、ひいては
それが見落とし防止になります。２つ
めは局在診断、陰影のおよその場所を
推測できます。胸部X線写真は平面で
す。上下左右は一見してわかりますが、
奥行きがよくわかりません。シルエッ
トサインを使うことで、胸部X線写真
上の奥行きを大雑把に知ることができ
ます。

　山内　そうしますと、CTやMRIに
すぐ走りがちの面があるのですが、ま
ず胸部X線検査は必須なものと考えて
よいのですね。
　渡辺　そうですね。特に呼吸器に関
連した症状がある場合は、まず胸部X
線検査でスクリーニングすることが大
切です。
　山内　大枠をつかむということです
ね。
　渡辺　おっしゃるとおりです。
　山内　胸部X線では濃淡の成り立ち
というものがあると思うのですが、こ
れについて解説願えますか。
　渡辺　胸部X線の濃淡というのは、
X線透過性や吸収率の良い悪いで決ま
ります。X線透過性が良いと黒くなり、
悪いと白くなります。この濃度差によ
って黒から白のグラデーションが作ら
れ、胸部X線写真の濃淡が表現されま

胸部X線検査のシルエットサイン

国立がん研究センター中央病院放射線診断科医長
渡　辺　裕　一

（聞き手　山内俊一）

　胸部X線検査のシルエットサインについて、症例を含めてご教示ください。
＜大阪府開業医＞
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