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経口気管内挿管チューブの 2 面固定法における安全性
Human Nursing
－看護ケア前後の挿管チューブのズレからの検討－
藤居亜喜文 1），宮澤

拓也 1），横井
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2）
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要旨 経口気管内挿管チューブの固定法は，患者の状況に応じて 4 面固定法，3 面固定法，2 面固定法
が推奨されている．4 面固定法は最も固定力が強いとされているが，口腔内の観察や口腔ケアが行いに
くく人工呼吸器関連肺炎の発生にも影響があるとされているおり，2 面固定法も取り入れられている．
しかし，2 面固定法に関して挿管チューブの固定力を十分に検討した研究はなく，2 面固定法で看護ケ
ア（口腔ケアや体位変換など）を行った際に挿管チューブのズレがないか疑問が生じた．本研究では，
2 面固定法においての看護ケアに対する挿管チューブのズレを明らかにし，2 面固定法の安全性を検討
した．鎮静剤の有無別，鎮静スケール（RASS）の値別では，挿管患者のチューブ固定のズレに差はなかっ
た．また，体位変換，口腔ケア，清拭の看護ケアの前後においても 2 面固定法でのズレは 0 〜 6㎜の間
で安全性が維持できていた．
キーワード 経口気管内挿管チューブ，ズレ，2 面固定法，看護ケア，安全性

Ⅰ．背

景

ICU（intensive care unit）に入室する患者は，重症外傷
や敗血症性ショック，CPA（cardiopulmonary arrest）蘇
生後などで意識障害や呼吸不全など重篤な患者が多い．
気道確保のための気管内挿管は患者の生命維持に不可欠
であり，挿管チューブ位置のズレによる計画外抜管や片
肺挿管は患者の生命に直結する．経口気管内挿管チュー
ブ（以下挿管チューブとする）の固定法は，患者の状況
に応じて 4 面固定法，3 面固定法，2 面固定法が推奨さ
れている（露木，2012）．
ICU に入室する経口気管内挿管患者（以下挿管患者
とする）すべてに 4 面固定法を行っていた A 病院では，
下顎をテープで固定してしまうことで口腔ケアがやりに
くく，また，下顎のテープが流延などで固定力が緩くな
ることや，下顎の動きでテープが剥がれやすくなり固定
力が低下することがあったことから，口腔ケアが行いや
すく，流延や下顎の動きに左右されない挿管チューブ固
定のテープが上顎のみの 2 固定法の導入がなされた．
2 面固定法の適応は，露木（2012）が鎮静スケール
（richmond agitation- sedation scale；RASS， 以 下 RASS）
−3 〜−5 の患者に対して推奨している．しかし，人工
呼吸管理中に RASS は浅鎮静（RASS −2）で管理す
ることが推奨（戸谷，鶴田，2019）されていることから，

必ずしも 2 面固定法が望ましい患者ばかりではない。浅
鎮静（RASS −2）で管理する患者に対して 2 面固定
法を用いる場合は固定力に関して検討が必要である．
挿管チューブの固定力の強さは，上顎と下顎を固定す
る 4 面固定法が，意識レベルの違いにかかわらずズレも
最小限であり，安全な固定方法となっていると報告され
ている（加藤，飯森，滝澤，川原，2009；道又，2010；
佐藤，2014；露木，2012）．しかし，2 面固定法に関して，
挿管チューブの固定力を十分に検証した研究はない．意
識レベルや RASS による鎮静深度の違い，また，2 面固
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定法における看護ケア（口腔ケアや体位変換など）を行っ
た際に，挿管チューブのズレが生じないかの 2 面固定法
についての安全性の検討が必要と考える．

Ⅱ．目

チューブのズレは平均 10 mm であったこと，また，胸
部レントゲン撮影において気管内チューブの先端は気管
分岐部より 20 〜 30 mm 手前になるように留置する（磨
田，2009；岡本，2017）と報告していたことから，今回
の研究ではズレを 10 mm 以上と定義した．

的

本研究の目的は，2 面固定法に関して，意識レベルや
RASS による鎮静深度の違い，また，2 面固定法におけ
る看護ケア（口腔ケアや体位変換など）を行った際に，
挿管チューブのズレが生じないかを明らかにし，2 面固
定法の安全性を検討する．

Ⅲ．用語の定義
挿管チューブのズレ（差）は，気管内チューブの口角
または門歯の固定位置から鍔まで 10 mm 以上の長さの
移動および，気管分岐部から挿管チューブ先端まで 10
mm 以上の口側への長さの移動をズレとした．日常的に
気管チューブの位置がズレることをどの程度容認できる
か明らかになっていない（加藤ら，2009）という報告も
あるが，固定力が最も強いとされる 4 面固定法について
報告している（加藤，飯森，滝澤，川原，2008）気管

Ⅳ．方

法

1．対象者
ICU 病床も有するＡ病院において，ICU 入室時に 2 面
固定法を実施している経口挿管患者で 24 時間以上入室
しており，複数回の口腔ケアや体位変換などの看護ケア
が対象となり，家族より同意が取れた 16 歳以上の患者
35 名とした．
2．2 面固定法の実際
A 病院で実施されている 2 面固定法は，気管チューブ
を支点に口唇の上と頬部の 2 面で固定する通常の 2 面固
定の方法に加え，ICU 入室する患者すべてに適応するた
め固定のテープを 3 本使用しそれらをずらして貼ること
により固定面積を増やす工夫をした 2 面固定法（図 1）
を採用している．
テープは，マルチポア高撥水テープ（3M）を使用した．
テープは上顎にしっかり貼れば確実に固定でき，流延や

・固定のテー
・
ープは、マル
ルチポア
高撥水テー
ープ（3M）を
を 1.5 ㎝
×30 ㎝にカ
カットし使用
用する
・テープは、
・
少しすらし
して３枚
使用する
・テープでチ
・
チューブを 2 回巻く

バイトブロック は B-BOC（ニプロ）使
使用
B-BOC と挿管
管チューブは
は
キノプレス（ニ
ニトムズ）を
を 1 ㎝×
10 ㎝にカット
トし固定する

図1

図１ A 病院で実施している 2 面固定法
A 病院で実
実施している
る 2 面固定法
法
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口唇の動きなどに影響を受けにくく固定できるとされて
いる（大南，2007）．バイトブロックは，気管チューブ
に外挿するタイプの C 型バイトブロック B-BOC（ニプ
ロ）を使用し挿管チューブに固定するテープはキノプレ
ス（ニトムズ）を使用した．
3．データ収集期間
2018 年 12 月より 2019 年 9 月までであった．
4．調査項目および方法
1）対象者の属性として，鎮静剤の投与有無，鎮静スケー
ル（以下 RASS とする）のスコアをカルテより収集
した．
2）ICU 入室の挿管患者全員に行われている挿管初日と
2 日目の胸部レントゲン写真より，対象者の気管分
岐部から挿管チューブ先端までの距離を計測した．
3）経口挿管患者に対して行うことの多い看護ケア（体
位変換，清拭，口腔ケア）の前後で，挿管チューブ
の長さ（口角または門歯の固定位置からコネクター
鍔まで：図 2）を距離計測スケールで計測し，患者
ごとの時間と測定項目を記載した記載用紙に看護ケ
アの前後の測定値を記録した．
5．データ分析方法
1）鎮静薬の有無別，RASS のレベル別に初日と 2 日目
に測定する胸部レントゲン上での挿管チューブ先
端から気管分岐部までの長さのズレ（差）を MannWhitney の U 検定で比較した．RASS のレベルは 2
面固定法の適応が推奨されている RASS −3 〜−5 の
レベルと人工呼吸管理中の管理で推奨されている浅
鎮静（RASS −2）のレベルに 2 分して比較した．
2）口腔ケア，清拭の看護ケアに対するズレは，ケア前

後に挿管チューブの固定位置（口角または門歯）か
らコネクター鍔までの長さを測定し前後の長さの差
を算出し平均と標準偏差および四分位数の記述統計
を行った．
3）体位変換においては，口腔ケアや清拭とは違い固定
された時間で行われておらず，挿管チューブのテー
プ巻き直しの時間は 10 〜 16 時の日勤勤務内で，1
日 1 回巻き直しを行っていた．このことから，時間
経過によるテープの粘着力の低下による固定力の低
下が考えられるため，巻き直し時間からの 3 時間ご
との体位変換前後の挿管チューブのズレを算出し時
間経過別に記述した．
4）統計処理には統計ソフトには SPSS Ver.22 を用いて有
意水準は 0.05 以下とした。
6．倫理的配慮
本研究における患者への影響として考えられるものは
なく．ケアの前後で挿管チューブの長さを確認すること
は，日々のケアで実践していることであり，胸部レント
ゲンによる計測についても診療上必要な胸部レントゲン
画像を利用するため，計測のために胸部レントゲン撮影
を行うことはない．長浜赤十字病院看護部倫理委員会お
よび長浜赤十字病院医療倫理審査会の審査を受け承認を
得た後，医療倫理審査会で承認を得た研究に対する説明
用紙を病棟内に掲示し，入院患者の家族に説明用紙を渡
し口頭で説明し同意を得て実施した．
計測データの個人情報は個人が特定されないように記
号化した．患者に対しては，セデーションの有無にかか
わらず測定する際は，患者への声掛けを行った．
測定方法に対しては，研究内容に関する文章を掲示し，

挿管
管チューブの
の鍔の下縁か
から口唇まで
での距離
を，KOKEN スキンマーカ
ス
ー付属ルー ラー（最
小メ
メモリ１㎜）を使用し計
計測する．

図2

図2

挿管チュー
ーブの測定方
方法

挿管チューブの測定方法
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測定道具・手技の統一をはかり測定時の患者負担を最小
にするよう十分に説明を行い，データ収集に対する協力
を依頼した．

Ⅴ．結

中の体動が少なくなるように調整されていた．テープ巻
き直しを含む口腔ケアでは，2 名の看護師で 1 名が挿管
チューブを用手的に固定しながら実施しており，テープ
表１

果

対象者の属性

1．対象者の属性
本研究で協力が得られた A 病院は，ICU 病床 7 床（稼
働率 60％）を有する救命救急センター，地域医療支援病
院，地域災害医療センターとして機能する病床数 492 床
の地域総合病院である．A 病院での対象者の属性を表 1
に示した．男性 22 名と女性 13 名の合計 35 名であった．
年代においても 20 代から 80 代と幅広く，ICU 入室時の
疾患も敗血症・心肺蘇生後・くも膜下出血・外傷・肺
炎・開腹術後等さまざまであった。対象者の ICU 入室
期間は平均 7.4 日であった．挿管中に鎮痛剤を使用した
者は 31 名，使用しなかった者は 4 名であった．また，
RASS：0 〜−2 のレベルの者は 15 名で RASS：−3 〜−
5 のレベルの者は 20 名であった．
2．胸部レントゲン上での挿管チューブのズレの比較
鎮静薬の有無別，RASS のレベル別に胸部レントゲン
表2．鎮静剤使用の有無と挿管チューブのズレ
上での挿管チューブのズレ（表 2，3）をみると鎮静薬
を使用している者は 5.4 5.1（mean S.D）mm，中央
単位：mm
値 4（四分範囲 2-8）mm であった．鎮静薬を使用して
鎮痛剤 有り
鎮痛剤 無し
いない者は 5.7 4.1 mm，中央値 5
ｎ＝31
ｎ＝4
表2．鎮静剤使用の有無と挿管チューブのズレ
（四分範囲 3.7-7）mm であり，鎮静
表２ 中央値
鎮静剤使用の有無と挿管チューブのズレ
四分範囲
中央値
四分範囲
単位：mm
薬の使用有無による差は認められ
なかった．
また，鎮静スケール（RASS）の
レベル別では，RASS：0 〜−2 の者
のズレは 6.1 5.4 mm，
中央値 3（四
分範囲 2-5）mm であり，RASS：−
3 〜−5 の者のズレは 4.9 4.1 mm，
中 央 値 4.5（ 四 分 範 囲 2.75-9.25）
mm であり RASS のレベルでみた両
群の差はなかった．また，実施期間
中に固定のズレによる計画外抜管
や片肺挿管は行っていなかった．
3．看護ケア別にみたケア前後の挿
管チューブのズレ
挿管チューブのズレの測定は口
腔ケア，清拭，体位変換の前後に実
施した．
口腔ケアは 1 日 3 回（各勤務ご
と）に行われ，ケアの前に鎮静度の
確認を行い鎮静が浅ければ薬剤を
ボラース投与し鎮静を深くしケア

4 鎮痛剤 有り
2 ー 8
平均値 ｎ＝31 標準偏差

5.4
5.1
中央値
四分範囲
Mann-WhitneyのU検定
4
2 ー 8

N＝35

p値

N＝35

5 鎮痛剤 無し
3.75 - 7
平均値 ｎ＝4 標準偏差

0.43

5.7
中央値

4.1
四分範囲

p値

5

3.75 - 7

0.43

平均値

標準偏差

平均値

標準偏差

5.4

5.1

5.7

4.1

Mann-WhitneyのU検定
表3．RASSの値と挿管チューブのズレ

表３

RASS の値と挿管チューブのズレ

RASSの値 -2～0

単位：mm

ｎ＝15
ｎ＝20
表3．RASSの値と挿管チューブのズレ
中央値
四分範囲
中央値
四分範囲
単位：mm
3
2 ー 5
RASSの値
-2～0
平均値 ｎ＝15 標準偏差
6.1
5.4
中央値
四分範囲
Mann-WhitneyのU検定
3
2 ー 5
平均値

標準偏差

6.1
5.4
Mann-WhitneyのU検定

N＝35

RASSの値 -３～-5
p値
N＝35

4.5
2.75
ー 9.25
RASSの値
-３～-5
平均値 ｎ＝20 標準偏差
11

0.49

4.9
中央値

4.1
四分範囲

p値

4.5

2.75 ー 9.25

0.49

平均値

標準偏差

4.9

4.1
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表4．口腔ケアと清拭前後の挿管チューブのズレ
表４

口腔ケアと清拭前後の挿管チューブのズレ

単位：mm

口腔ケア

清拭

ｎ＝45

ｎ＝35

中央値

四分範囲

中央値

四分範囲

0

0 ー 1

0

0 ー 1

平均値

標準偏差

平均値

標準偏差

0.6

1.2

0.5

1.1

巻き直しは 1 日 1 回行われていた．テープ巻き直しを含
まない口腔ケアは 1 人で行われていた．口腔ケアの測定
回数は 45 回で挿管チューブのズレは 0.6 1.2 mm，中
央値 0（四分範囲 0-1）mm あった．清拭は，1 日 1 回行
われ，患者の体格に応じて看護師 2 〜 4 名で実施されて
いた．測定回数は 35 回で挿管チューブのズレは 0.5 1.1
mm，中央値 0（四分範囲 0-1）mm あった．
4．テ ー プ 巻 き 直 し 後 の 時 間 と 体 位 変 換 前 後 の 挿 管
チューブのズレの変移
体位変換は，患者の体格に応じて看護師 2 〜 4 名で実
施している．体位を変える際は，看護師 1 名が患者の頭
側に立ち挿管チューブおよびルート類を保持している．
体位変換の前後差は，各体位変換時の差をみるだけでな
く，1 日 1 回 10 〜 16 時の日勤勤務内でテープの巻き直
しを行っていることから，巻き直し時間から 3 時間ごと
の体位変換前後の挿管チューブのズレを図 3 に示した．
体位変換前後における全体のズレの幅は，0 〜 6 mm
の範囲であった．テープ巻き直し 3 時間後の体位変換に
おけるズレは 0 mm が 24 回であり 5 mm が 1 回であっ
た．その後も体位変換 6 〜 21 時間後におけるズレも 0

mm が多く次いで 1 mm，
2 mm が多かった．
また，時間ごとの最大のズレも 15 時間後
の 6 mm が 1 回のみであった．

察

今回，2 面固定法を行っている患者では
ズレの平均は，鎮静剤の使用者は 5.4 mm，
鎮静剤の未使用者は 5.7 mm と鎮静の有無
にかかわらず，ズレ幅は，10 mm 以下であり鎮静の有無
による差は 0.3 mm と差は認められなかった．本来，鎮
静剤は人工呼吸器を装着する患者の苦痛の軽減，人工呼
吸器との不協和の緩和のため鎮静剤を投与されるが，本
研究の鎮静がない状態は，救急搬送時に心肺停止や脳卒
中などで深昏睡の状態にあり鎮静剤がなくても人工呼吸
器に同調性を得られ，意思の疎通や随意的な運動が不可
能な状態であり，文献で推奨されている 2 面固定方法の
適応となる（露木，2012）．
一方，鎮静がある状態は，人工呼吸器管理を行う際に
鎮静剤を使わないと人工呼吸器に同調性を得られない患
者であり，鎮静剤使用下においても RASS が 0 〜−2 で
は意思の疎通や随意運動が可能である患者である．
RASS によるズレの差については，RASS：0 〜−2 で
は，6.1 mm，RASS： −3 〜 −5 で は 4.9 mm で あ っ た。
本来適応となる RASS：−3 〜−5 の患者と比較すると
RASS：0 〜−2 の患者では 1.2 mm の差があるが，どち
らともズレの幅は 10 mm 以下であり，1.2 mm の差で計
画外抜管や片肺挿管がおこる可能性は低く，文献上の 2
面固定法が推奨されている RASS：−3 〜−5 の患者群（露
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木，2012）と，RASS が−2 以下の鎮静が浅い患者群で
もズレが最小限で使用できると考える。よって，RASS
の差や患者や鎮静の有無において，2 面固定法を行って
もズレに影響はないと考えられる．
看護ケア前後のズレをみると，口腔ケアや清拭の前後
のズレはいずれも平均が 0.5 mm 程度であり四分範囲も
0-1 mm であった．また，3 時間ごとに行われる体位変
換での挿管チューブのズレは，いずれの時間の多くは 0
mm であり最大でも 6 mm であり 10 mm 以下であった．
時間ごとの最大のズレも 15 時間後の 6 mm が 1 回のみ
であったが，
深昏睡の状態であり患者の体動がないこと，
測定時間も深夜帯であり測定環境が暗かったことが予測
され，また 1 回のみであったことから測定誤差であった
ことも考えられる．テープ固定を行ってから時間が経過
することにより皮脂や発汗などでテープ固定が弱くなる
と予測して，テープ固定からの経過時間別に体位変換前
後のズレを測定したが経過時間に関係なくズレ幅は 10
mm 以下であり，時系列でズレ幅が大きくなることはな
かった．このことから，本研究の 2 面固定法は，看護ケ
アにおけるズレは少なく安全性が維持できていると考え
られた．
挿管チューブ固定のポイントとして「①テープは 2 重
に巻く，②テープの先端は上向きに留める，③テープは
上顎に貼る，④テープは重ねて貼らない．」と記載され
ている（道又，2010；布宮，2005；岡本，2017；高野，
2016；露木，2012）ことから，今回実施した 2 面固定法
はこれらのいずれのポイントも実施されており，エビデ
ンスに応じた固定方法であると考えられる．また，2 面
固定法は 1 本のテープで固定している（道又，2010；高
野，2016；露木，2012）が，A 病院では 3 本をずらして
使用している．
このことにより頬の動かない部分を使用し固定面積を
多くとることで確実な固定につながっているのではない
かと考える．また，ズレが少なかった要因として，バイ
トブロックを挿管チューブにセットする B-BOC を使用
していたことが考えられる．加藤，飯森，滝澤，川原（2008）
は，通常のゴム製のバイトブロックを使用した際に「バ
イトブロックを使用していない患者はズレが生じない，
反面バイトブロックを使用した患者ほどズレが大きくな
る．」と述べている．通常のゴム製のバイトブロックは
口腔内に占める割合が多く，不快感もあるそのため舌で
吐き出すことや開口動作につながることが予測できる．
しかし，B-BOC は挿管チューブに装着するため口腔内
に占める割合が少なく舌で押し出すことはできない．こ
の点は，鎮静が浅い患者に使用してもズレが少なかった
要因ではないかと考えられる．
先行研究では，4 面固定法を行った際のズレを平均 10
mm と述べている（加藤ら，2008）．本研究の 2 面固定

法は，先行研究の 4 面固定法のズレ 10 mm 以下であり，
ズレが少ない固定法のポイントを抑えており，実施期間
中にテープの固定が原因で計画外抜管や片肺挿管につな
がった事例や治療に支障をきたすようなチューブのズレ
は起こらなかった．しかし，対象症例が少なく，また，
救急病棟であることから対象疾患も心肺蘇生後や重症外
傷など多岐にわたり条件を統一して測定することができ
なかった．また，熱傷や外傷における固定部位の変化や，
患者の状態には個別性があり状況によっては固定方法を
変更しなければならない．そのため，今後も症例数を重
ね，より安全性の高いチューブ管理ができるように検討
していきたい．

論

Ⅶ．結

1．2 面固定法による挿管チューブのズレについて検討
したところ，鎮痛剤の使用の有無や鎮静スケールの
深さによる挿管チューブのズレは認められなかった．
2．2 面固定法で口腔ケアや清拭などの看護ケアを行っ
てもケア前後での挿管チューブのズレは 0 〜 1 mm
の範囲であった．また，時間ごとの体位変換におい
ても時間が経過した体位変換でも挿管チューブのズ
レはなく，最大でも 6 mm であった。このことから 2
面固定法で看護ケアを行っても挿管チューブのズレ
は少なく安全に行えるものと考えた．
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