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ABSTRACT

EvaluationofPercutaneousTracheostomyKitinOkinawaMedicalHospitalPercutaneous

tracheostomy hasrecentlybeen performed as a method oftracheostomy．In this study，

WePer・formed this technique uslng a PerCutaneOuS traCheostomy kit．It was a useful

PrOCedure that could be completed within approximatelylO min．OBJECTIVE：Patients

WhohadundergonepercutaneoustracheostomyuslngaPerCutaneOuS traCheostomy kit were

evaluated．SUBJECTSAND METHODS：Sixpatients wereevaluatedwhohadundergone
tracheostomyin Okinawa MedicalHospitalbetween May2005and December2006．RE－
SULTS：WeperformedtracheostomyuslngaPerCutaneOuS traCheostomy kitin6patients con－
Sisting of2men and4women，With a meanageof65．5years．Wewere abletocomplete
theprocedureinallpatientswithinlO min．Onepatient（16．6％）developedpneumothorax

asacomplication．CONCLUSION：Inthisstudy，WeeValuatedpercutaneoustracheostomy

uslngaPerCutaneOuStraCheostomy kit，andfoundittobe ausefulprocedurethat could

becompletedatthebedsidewithinashortperiodoftime．Ryu妙uMed．Jl，26（8，4）163～1略
2007

Keywords：PerCutaneOuSdilationaltracheostomy（PDT），PerCutaneOuS traCheostomykit

緒　言

気管切開は外科的気管切開と，Griggsらが開発した
専用針子を用いた経皮的気管切開がある．本法は皮膚切

開は小さく済み，約10分以内で終えることが可能な簡

便な手技である．

今回われわれは，経皮的気管切開を経験したので文献

的考察を加えて報告する．

日的および対象

当院で2005年5月から2006年12月までに経皮的気管

切開キット（Percutaneous Tracheostomy Kit）を施

行した6例を検討した．

方　法

経皮的気管切開（Percutaneous DilationalTracheostomy：

PDT）にはスミスメディカル・ジャパン株式会社製
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Tablel Results on Percutaneous Tracheostomy

症例　年齢　性　　　基礎疾患　　　　気管切開導入原因 症併合
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3
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77　　男　　脳梗塞，高血圧
88　　女　　脳梗塞，高血圧
92　　男　　脳梗塞，高血圧
80　　女　　脳梗塞，高血圧
91　女　　脳梗塞，高血圧
65　　女　　SAH，高血圧
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Fig．11a：Withthetracheaimmobilisedbytheleftthumb

andindexfingers，inserttheneedleandcannula，fitted

Withafluidfilledsyrlnge，betweenthesecondandthird

trachealrings，untilfreewithdrawaloftheairinto the

Synnge Visually confirms the entry of the needle and
cannulainto the trachea．

Figlb：Withdrawt，heneedle and syrlnge，1eaving the

Cannulainplace．Inserttheguidewireintothetrachea

viathe cannula．

Figlc：Withdrawthecannula，1eavingtheguidewirein

Place．Pass the dilator over the guidewire．

Perctaneous TracheostomyKitを使用した．体位は肩
枕を入れ，頸部伸展位をとり，吸入酸素を100％にして心

電図，ノウレスオキシメーターJEニター下に手技を行った．

気管軟骨の位置を確認し，局所麻酔下に約1．5cm皮膚

切開を加え，前頸静脈や甲状腺に気をつけながら気管前

面を露出するまで皮下剥離を行う．次に穿刺を行うが，

その前に十分な止血が必要である．止血確認後，挿管さ

れている場合は，声帯の部位まで挿管チューブを引き抜

く．左第1，第2指で気管を挟みこみ，第2，第3気管

軟骨の正中部を穿刺する．その際，穿刺針に滅菌水の入っ

た注射器をつけて吸引しながら穿刺していくと気管内に

入れば空気が引けるため，視覚的にも確認できる（Fig．

1a）．留置した外筒からガイドワイヤーを挿入（Fig．1

b）．外筒を抜去してダイレーターを挿入（Fig．1C）．

ダイレーターを抜去後，専用針子をガイドワイヤーを通

して（Fig．2a，b）気管前面に到達したら気管チュー

ブが挿入可能な大きさまで紺子を開き鈍的に拡張する

（Fig．2C）．気管内に入っていれば拡張時に空気が確認
できる．ガイドワイヤーを通して気管内に気管チューブ

を留置し，空気の出入りがあるかまた，痕の喀出，吸引

が可能かを指標に気管チューブが気管内に正しく留置さ
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Fig．22a：Withdrawlngthe dilator，advancetheforceps

OVer the guidewire．

Fig2b：Raise thehandle ofthe forcepsinto the verti－

Calposition．

Fig2C：Open the forceps to dilate the tracheal wa11

Sufficiently to accept the tracheostomy tube．

Fig2d：Advance the obtulator and tracheostomy tube

into t，he trachea over the guidewire．

れているかを確認する（Fig．2d）．自己抜去予防のた
め，気管チューブ下方を2針皮膚固定行っている．止血

確認，気管チューブより呼気音が聞こえること，SpO2，
血圧，バイタルが安定していることを確認し，手術を終
了した．

結　果

当院で本法を施行した症例は6例で内訳は男性2例，

女性4例．平均年齢82．2歳（65歳～92歳）基礎疾患は脳
梗塞5件，高血圧4件，くも膜下出血1件で，気管切

開導入原因は喀疾吸引困難3例，上気道狭窄2例，舌
根沈下1例であった．施行不能例は認めず，所要時間

は5分～10分で，術中合併症は気胸を1例（16．6％）認
めたが，他の5例は問題なく経過し，死亡例は認めな
かった（Tablel）．
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Table2　Reports on Percutaneous Tracheostomy（Japan）

報告者　　　　報告年　　　症例数　　　合併症数（発生率）

森　ら

中山ら
渡辺ら
青柳ら
山田ら
山田ら
蛭川ら
米密ら
西山ら
磯田ら
実験例

7　00　00　00　0　1　1　5　5　6　69　9　9　9　0　0　0　0　0　0　09　9　9　9　0　0　0　0　0　0　01　1　1　1　2　2　2　2　2　2　2

例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例

7
　
2
　
7
　
9
　
5
　
4
　
5
　
1
　
5
　
2
　
6

2
　
2
　
3
　
1
　
1
　
4
　
1

0　（0％）
0　（0％）
0　（0％）
3　（10．3％）
1　（4．0％）
1　（2．9％）
1　（6．1％）
0　（0％）
4　（8．9％）
4　（33．3％）
1　（16．7％）

考　察

セルジンガ一法による経皮的気管切開は，1969年に

Toyel）により開発された．その後，1990年にGriggs
ら2）がガイドワイヤーを通すことが可能な特殊な専用紺子

を用いたGriggs法を開発した．本法は日本では1998年

頃より普及し始め，現在スミスメディカル・ジャパン

株式会社が経皮的気管切開キット（Perctaneous

Tracheostomy Kit）として販売している．皮膚切開は

小さく済み，約10分以内で終えることが可能な簡便な

手技である．

Griggsらによれば経皮的気管切開の合併症は3．9％，
Winklerら3）は9．7％，Heerbeekら4）は3％と報告し

ている．

医学中央雑誌で「経皮的気管切開」をキーワードに

1983年～2006年を検索したところ，自験例を含め11件

の本邦報告例を認めた（Table2）5‾14）．合併症は出血，

気管後壁穿刺，皮下気腫，縦隔気腫などがあり，発生率

は0～33．3％であった．自験例は気胸を1例（16．7％）

認めた（Tablel）．誤挿入による気胸と判断したため

気管チューブを抜去後，アンビューバッグで換気を行っ

た後に，再経鼻挿管．SP02が安定したところで経皮的気

管切開を再施行した．トロッカーを留置しその後は問題

なく経過した．気管後壁損傷による縦隔気腫と両側気胸

の発症例も報告されていた1封．確実に気管内にチューブ

を挿入するためには気管支鏡モニター下に手技を行うこ

とが考えられる．米満ら1割は，気管支鏡モニター下に

経皮的気管切開を11例に行い，誤穿刺，ミスカニュレー

ションを回避できたと報告している．自験例も気管支鏡

モニター下に行えば，合併症を防げたと思われる．本手

技を気管支鏡モニター下に行うことが予防手段のひとつ

と考えられた．

また，創部は1．5cmと小さくすむため従来の気管切開

術よりも美容的にすぐれ，術後創感染もおこりにくい．

コストについては気管切開術手技料が現在2，570点，本

キットは2種類あり，専用紺子付きのキットが72，000円，
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専用針子なしのキットが29，000円となっており，43，000

円の差額があるが専用針子は反復使用可能であるため，

利用回数が多くなれば初回の出費も許容範囲となると考

える．美容上すぐれていること，手技の簡便さ，迅速性，

術後合併症が少ないことを考えると本法は，有用な方法

であると考えられた．

結　語

当院で施行した紐皮的気管切開キット（Perctaneous

TracheostomyKit）の6例を検討した．本法は短時間

でベッドサイドで行うことが可能であり，適応に応じて

行えば，有用な手技であると思われる．さらに確実に行

う方法として気管支鏡モニター下に行うことが重要と考

えられた．
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