
  在宅看護のゲンバから その２        

   初めての吸引、物品整備のために
小林智子（エンパワー訪問看護ステーション）

「病院では使い捨て手袋とカテーテルで吸引を指導されました。でも往診医から物品は

処方できないと言われました。このままの方法で物品を購入していると大変な高額にな

ってしまいますが、どうしたらいいでしょう？」という趣旨のご相談が患者会にあった

そうです。

現在、ほとんどの病院では院内感染予防のため、閉鎖式吸引チューブを使用し 24時間

で交換するか、滅菌済み吸引カテーテルを使用して一回限りで捨てています。しかし、

在宅で同じ方法をとることはコスト的に難しいでしょう。また、病原菌が多数存在する

病院と同じように考える必要もないと思います。

では、吸引にはどのような方法があるのか？何を用意すれば良いのか…？

これが、なかなか一概に言えず、難しかったりします。なぜなら、吸引の方法につい

ても物品を出す出さないについても、医師の裁量が大きくかかわっているから…。した

がって、とりあえず必要なものについて書いてみますが、それを出してもらえるかは、

医師に確認してもらうしかないと思います。（医療保険でまかなわれるもの、医療機関で

提供してもらえるが実費を伴うもの、薬局などで市販のものを購入するもの、明確なラ

インはなさそうです。）

〈吸引に必要なもの〉

吸引器

身障手帳の「日常生活用具」から吸引器の給付が受けられます。窓口は市町村の障害

福祉課です。また難病患者等居宅生活支援事業の「日常生活用具の給付事業」でも吸引

器やパルスオキシメーターの申請ができます。申請可能かどうか、保健福祉センターの

保健師さんとご相談ください。医師の診断書などを含むもろもろの申請書類をそろえる

必要がありますので、入院中に手続きを始めましょう。

吸引カテーテル

在宅呼吸器療養患者さんに対して、担当の医療機関は「在宅人工呼吸器指導管理料

2800 点」を医療請求します。この中に衛生材料等（ガーゼ、滅菌綿球・綿棒、判創膏、

シリンジ、消毒液等）の費用が含まれますが、医院によって患者さんにお渡しする衛生

材料は異なります。28,000 円の中に納めなければ医療機関の持ち出しになるわけです。

したがって、入院中のように吸引毎にカテーテルを交換するほどは出ません。ほとんど

の場合、気管用が 1本/日、口腔用が 1本/1～3日くらいの計算で出されると思います。

ただ、「陽圧式人工呼吸器機器加算（気切）6840 点」も請求すれば、ひと月に合計 9640



点（96,400 円）が呼吸器管理をする医療機関に入ります。消毒液や綿花など、もう少し

出してほしいと思ったりしますが、医療機関の採算面から「そんなに甘いものではない」

のかもしれません…。

吸引瓶（1セット 2～3本 消毒交換用が必要なので 2セット）

多くの方はコーヒーやジャムの空き瓶を利用されています。費用はかかりますが、哺

乳瓶がお薦めです。煮沸にも消毒にも強い（レンジで煮沸できる便利グッズもあります）

し、長摂子を挿しても手で持つ部分が浸漬しません。また、容量も様々なものがありま

す。あとで述べる浸漬法の場合、長細いのでカテーテルがしっかり浸かりますし（大き

なコーヒー瓶などを使用すると、肝心の挿入する先端部分が消毒液から出てしまってい

る場合もあるので…）、一番大きな瓶を使っても 240ｍｌなので、消毒液の交換時にも無

駄が少なくてすみます。

     電子レンジでカンタン消毒  

吸引瓶の中身

消毒液や滅菌精製水（注射用水）は医療保険でまかなわれますが、一日当たりの設定

量に収まらない分は自己負担になる場合もあります（退院後、管理料を請求するのが入

院していた医療機関か、在宅医かによって、出してもらえる量が異なる場合もあります。

事前に確認しておいた方がいいかもしれません）。

推奨されている消毒液は 7～8%エタノールを添加した 0.1%塩化ベンザルコニウム(オ
スバン、トリゾンなど)や 7～8%エタノール添加の 0.1%クロルヘキシジン(ヒビテン、マ

スキンなど)で、市販の商品としてはザルコニン A液 0.1があります（保険請求非対象な

ので自己負担の可能性大）。オスバンやヒビテンを単剤で使用すると、その薬液に感受性

の低い菌が繁殖するため、アルコールを添加して殺菌効果を高めてあります。他に、ポ

ピドンヨード（10％イソジン液）の 100 倍希釈液も、着色による吸引物の観察しづらさ

を気にしなければ使用可能です。

カテーテル洗浄（吸引前は消毒液を、吸引後は分泌物を洗い流す）に使用する水は、

滅菌精製水（注射用水）が望ましいとされています。水道水や非滅菌の精製水には肺炎

を引き起こす可能性のある微生物が含まれている可能性があるからです。ある患者さんが、在宅医から出してもらっている物品

注射用水

精製水

ベンザルコニウム塩化物液 0.1W/V％ヂアミトール水

（吸引瓶・消毒綿花、両方に使用）



摂子（セッシ）２本（消毒交換用含む）、（摂子立て）、手袋

私の知る限り、摂子は患者さんが購入されているように思います。吸引瓶の大きさ（長

さ）に合わせて、長摂子か短摂子を選択すれば良いでしょう。200～300 円くらいです。

100均でも売っていますが、先が細くやわらかいものは使いにくいのでお勧めしません。

消毒液用の吸引瓶に摂子を立てておけば摂子立ては必要ありませんが、別にするなら適

当な空き瓶を使用してもいいでしょう。

摂子を使わずに手袋を使用する場合、本来は滅菌手袋ですが、コストが高くつきます。

使い捨てのプラスチックやゴムの手袋（一箱約 400～500円、自己負担）を装着し、カテ

ーテルをつかむ（1・2・3 指）部分を消毒綿花で拭いてから使えばいいと思います。摂

子よりコストはかかりますが、手袋のほうが痰はとりやすいでしょう。

消毒綿花（綿花、消毒液）

吸引後、カテーテル外側に付着した分泌物をふき取るために使用します。

容器入りのアルコール綿花（エタコット、ワンショットなど）を出してもらえれば良

いのですが、200枚～300枚入りで 1,000円前後するので厳しい…。消毒液（マスキンや

ヒビテン）を出してもらっている場合が多いと思います（これも自己負担になることあ

り）。消毒液が自己負担なしの場合でも綿花は実費のことが多いようです。こちらはドラ

ッグストアで売っている化粧用のコットン 2箱 100円でＯＫです。

万能つぼやふた付きタッパーなどにコットンを入れ、消毒液を振りかけます（ボトボ

トでなく、カスカスでない、適度な湿り具合にする）。作成時には手をアルコール消毒し、

できれば手袋をつけて行うことをお勧めします。消毒液は万能ではありません。手につ

いている細菌が容器の中で繁殖することも考えられます。たくさん作り置きせず、1日分

程度にして、空になってから次を作るようにしてください。

手指消毒用アルコール

吸引前に手洗いを…といっても洗面所が離れているなどで難しい場合もあります。そ

のため手指消毒のためのアルコールをベッドサイドに置いているところも多いようです。

これは自己負担。手ピカジェルやハンドアルコールなど市販のものを使われています。

300mlで 800～1000円くらいです。

ピンチハンガー

カテーテルを乾燥した状態で管理する方法の場合、これがあると便利です。ベッドサ

イドに注入食をつりさげるポールなどがあれば、それにこのハンガーをつけておき、使

用後のカテーテルをつるします。

     ピンチハンガー        



物品を消毒するための鍋等

吸引瓶、摂子、（摂子立て：使っている場合）、消毒綿花用の容器（これは消毒されてい

ない方が多いかも…）。これらを消毒するための容器も必要です。大きな鍋で煮沸消毒が

一般的だと思います。そのほか、ミルトンなどの薬液に浸漬したり、先ほど紹介したレ

ンジで消毒する方法もあります。赤ちゃん用品はとても進化していますし、利用者が多

い分、介護用品よりも安価なものも多いので、上手に活用してください。子どもさんや

お孫さんの使ったものを再利用してもいいと思います。

サイドテーブル、ワゴンなど吸引物品を置く場所

退院後にあわてないように、ベッドサイドで吸引を行う動線を考えて配置しておきま

しょう。（キャスター付きテーブルを使われている方も多いです。以下、参考に…って、

肝心のテーブルやベッドとの配置関係が写ってなかったりもしますけど…。）

左・万能つぼ（消毒綿花）

摂子立て・短摂子

中央のかごの中

ジャムの瓶（気管用：消毒液・カテーテル入り）

精製水（気管カテーテル洗浄）：ボトルのまま使用

右・口腔・鼻腔用カテーテル

コーヒーの瓶（口腔・鼻腔用：水道水）

ふた付きの瓶

①気管用：消毒液・カテーテル入り

②気管用：湯ざまし

（水道水を一度沸かしたもの）

③口腔用：水道水

④消毒綿花

縦長の瓶：長摂子

左

気管用：消毒液・カテーテル・短摂子入り

中央・気管用：注射用水

右

口腔用：水道水・ヤンカー入り

容器入りのアルコール綿花を使用



〈カテーテル管理方法〉

主に 2つの方法があります。

① カテーテルを浸漬消毒する方法

気管用に消毒液と滅菌精製水（注射用水）、口腔用に水道水、合計 3 本のボトルが

必要です。吸引後はカテーテルを消毒液のボトルに浸漬しておきます。

これらのボトルは 24時間で交換します。特に滅菌精製水は痰で汚染されると数時

間で細菌増殖がおこるので、本当は 1回ごとに交換が望ましいようですが、手間とコ

ストがかかります。中には 20ccの注射用水を 1回に 1本使用されている方もありま

すが、慢性期で状態の安定した患者さんの場合、そこまでする必要はないだろうと思

います。毎日ある程度時間を決めて交換、見た目で汚れがあればその都度交換しまし

ょう。

② カテーテルを乾燥した状態で管理する方法

気管用の滅菌精製水（注射用水）とアルコール、口腔用の水道水、合計 3 本のボ

トルが必要です。アルコールは少量通すのみで良いので、小さな瓶のほうが良いで

しょう。吸引後のカテーテルは滅菌精製水（口腔用は水道水）を吸引して内空を洗

浄し、70%アルコールを少量吸引、通気してピンチハンガーなどにつるします。

次に使用するときはカテーテルを消毒綿花でふき取り（ほこりなどの付着を除く）、

その後滅菌精製水（口腔用は水道水）を吸引してから気管（または口腔）吸引を行

う。

＊ アルコールを最後に少量吸引するのは乾燥しやすくするためです。水を吸引後に

そのまま干すと内空がなかなか乾燥しません。乾燥した状態でなければ細菌の増

殖が防げません。（口腔用は、水道水を吸引後通気し、そのままつるして良いでし

ょう。）

この方は、アルコールではない消毒液を使用されています。



気管吸引の方法

〈浸漬消毒法の場合〉

① 手を石鹸でよく洗う（または速乾性手指消毒用アルコールを手に擦りこむ）。

②接続チューブにカテーテルをつなぎ、カテーテルの根元を指で押さえながら吸引器の

スイッチを入れ、吸引圧を調節する（約 200mmHg）。

③ 消毒液を多量に吸引しないようにカテーテルの根元を押さえたまま、摂子を使って消

毒液から引き上げる。

④ 吸引カテーテル根元の圧を解いて空気を吸引し、カテーテル内の消毒液を吸いきる。

＊ チューブの先端を不潔にしないように注意する。

⑤ 再度カテーテル根元に圧をかけ、滅菌精製水（注射用水）にカテーテルを浸漬。引き

上げながら根元の圧をゆるめて水を少量吸引し、さらに空気を吸引する。

＊ カテーテル周囲及び内側の消毒液を洗浄する。

＊ 水分が気管に入ると苦しいので（体に水がかかるのも不快）、カテーテルの水分

は吸いきっておく。

⑥ 吸引カテーテル先端から５㎝ほどを摂子でつかんでカニューレに挿入し、徐々にずら

しながら１２㎝位まで進める。

＊ カニューレの長さより１㎝ほど長めくらいまで挿入する。

⑦ 呼吸器のコネクターをはずし、圧がかかった状態で（根元を押さえることなく）カニ

ューレ内に挿入していく。

＊ 圧をかけない状態で挿入すると、その間 圧が上昇し、次に開放したときに高圧で

粘膜を傷つける危険があるため。

＊ 圧をかけながら挿入することで痰のある場所に気付きやすい。

⑧ 痰の引ける音がしたところで挿入を止め、その場で吸引を続ける。

＊ 私の経験上、音がする部分で少し上下に動かし（微妙に出し入れする感じ）、痰

をこすり取るようにした方がよく取れるように思います（特にカニューレ屈曲部）。

気管内では粘膜を傷つける可能性があるので駄目ですが、カニューレの中であれ

ば、多少動かしても大丈夫だと思います。ただし、カニューレが少しでも動揺す

ると痛みを訴えられる患者さんもあるので、ご本人に確認しながら行ってくださ

い。

＊ 手袋を使用して吸引する場合には、カテーテルを親指と人さし指の先にはさんで

こよりをよるようにすると吸引孔の位置が変わるので取れやすくなります。

⑨ 痰が引けなくなったら、カテーテルを引き上げ呼吸器のコネクターを戻します。

＊ 痰が多量で時間がかかる場合は、１回 10～15 秒を目安に一度中止し、2～3 分開

けて再度吸引を行います。

＊ コネクターを片手操作で装着するため、不完全で外れる場合があります。呼吸が

再開するか確認してください。

⑩ カテーテルを消毒綿花で拭いて、滅菌精製水を吸引する。

＊ 痰が残ったままで保管すると、液内で細菌が繁殖します。痰が粘稠な場合はなか

なか取れないので、消毒綿花で痰がとれるまで繰り返し拭き取ってください。そ

の後、内側の痰が流れるまで何回か水を吸引してください。



＊ 一度にたくさんの水を吸うよりも、少量ずつ水と空気の吸引を繰り返す方が流れ

やすいと思います。

⑪ 消毒液にカテーテル先端を入れ、消毒液を少量吸引した後接続チューブからはずし、

摂子を使ってカテーテル全体が消毒液に浸漬するように戻す。

〈乾燥法の場合〉

① 手を石鹸でよく洗う（または速乾性手指消毒用アルコールを良く擦りこむ）。

② ピンチからカテーテルをはずし、吸引器接続チューブにつなぐ。

③ 消毒綿花でカテーテルを拭きとる。

＊ 埃などをきれいにふき取る

④ 吸引器のスイッチを入れ、カテーテル根元に圧をかけた状態で吸引圧を調節する（約

200mmHg）。

～  消毒液浸漬法の⑤～⑩と同様に行う  ～

⑪ アルコール液にカテーテル先端を浸漬し、少量吸引して引き上げる。

⑫ 空気を吸引してカテーテル内に液が残らないようにする。

⑬ 吸引器接続チューブからカテーテルをはずし、ピンチにつるす

おまけ

表題の質問に上手に答えられなくて申し訳ありません。ただ、医療請求が単品ではな

く丸めになっているので、一概に何が出せて何が出せないとか言えないみたいです。看

護の請求しかしていない私には、今回の質問は荷が重すぎました…。間違ってるところ

もあるかもしれません。請求事務に詳しい事務員さんにお話を聞けたらいいかも…。ど

なたかお気づきの点を補足していただければありがたいです。

これは、ある患者さんの息子さん（大ちゃ

ん、当時小学 4年生）がカニューレ交換の後、

捨ててしまうカニューレをきれいに洗って

再利用して作成しました。

ヘルパーさんに吸引の練習をしてもらう

ためのものです。

呼吸器のコネクターとカニューレ接続の手

ごたえをつかんだり、カニューレの長さと吸

引カテーテルの挿入長さなどを実感しても

らうために使います。


