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必要な設備環境と

ワークプレースデザイン

人工呼吸器を必要とする患者様のための緊急医療施設に関する推奨
設備環境（ドイツ事例のご紹介）
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Covid-19 (コロナウイルス感染症) パンデミックにより、集中治療室や人工呼吸器を緊急に増設する必要が生じて
います。この状況に於いて、病床や人工呼吸器といった最前面に目視できる明らかな要件に加え、供給設備等 
の医療インフラストラクチャを考慮することも重要となります。本稿ではCovid-19患者様治療のための短期的な対
応能力増強手段としての電源、医療ガス供給等の設備をご紹介致します。

医学的背景
Covid-19患者様の症状は無症状あるいは軽度のものから 
重症、致命的なものまで多岐にわたり、治療対処方法も異な 
ります。本稿では入院が必要な重症患者様に焦点を当て 
ます。

医療ガス供給システムを設置する際には、主に次の3つの
治療オプションによる違いが検討対象となります。 3つのオ
プションとは、患者様重症度の低い順に、次の通りです。
1. 低流量酸素療法(酸素鼻カニューレ等)
2. 高流量酸素療法
3. 機械式換気 (非侵襲的換気を含む)

表1は治療別の技術的要求情報をまとめたものです。

治療法 必要とされる医療用ガス ピークフロー / 患者様毎の
分時換気量 l/ 分

供給ガスにおけるO2の割合 1日あたりの平均使用量

低流量O2 O2 Ø 6-10, max. ~15 100% O2: ~14m³

高流量O2 O2とエア Ø 40-60, max. ~85 0-100%
Ø ~50%

O2: >40m³
エア: >40m³

機械式換気 O2とエア Ø 10-12, max. ~20 0-100%
Ø ~60-80%

O2: ~8m³
エア: ~10m³

表1: 
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標準的なICUのセットアップ
一般的な ICU環境では、一床につき酸素用、医療空気用、
吸引用のアウトレットを少なくとも2個ずつ備えています。  
Covid-19患者様に対しても、このような設備が好ましいこと 
は言うまでもありません。 とはいえ、対応能力を素早く拡張
したいときは、換気治療に必要な酸素と医療用空気の2つ 
に注力することが推奨されます。 

使用する人工呼吸器にコンプレッサーが内蔵されており、 
自機で医療用圧縮空気を供給できる場合は酸素だけにす
ることもできますが、 他機種の人工呼吸器を使用する場合
があることを考慮し、医療用空気のアウトレットを備えること
をお勧めします。 さらに、医療用空気はエジェクタ吸引器の
駆動力として、また、より重症度の低い患者様用の高流量酸
素療法にも使用できるため、人工呼吸器機材の有効利用に
も役立ちます。

1.	 	検討すべき設備

次の情報は、ホテルや学校などの建物が集中治療室として
利用される非常事態を想定した事例です。
新型コロナウイルス感染症(SARS-CoV-2) 患者様の多くが換
気装置によるサポートを必要とします。 患者様の治療開始
とともに確実なガス供給が必要です。 また、病床毎の電気
設備も考慮する必要があります。

推奨されるメディアサプライ (一床につき):

最低限のメディアサプライ
ガスアウトレット: 
 O2用1個 – 人工呼吸器用
 空気用2個 – 人工呼吸器と 
      空圧吸引器用

電源コンセント: 
 コンセント3個  – 人工呼吸器用1個、輸液用1個、 
      モニターまたは吸引器用1個。

メディアサプライのそばに、処置灯等の小型器具を取り付け
るためのレールなどを設置することをお勧めします。

可能であればベッドサイドにリーディングライトあるいは処
置灯、またはその両方を設置します。
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コロナウイルス感染症患者様の治療のために、  

人工呼吸器の需要が急増していることは 日々ニ 

ュースで報道されています。 人工呼吸器には酸素 

と圧縮空気を供給する 必要があります。 臨時病棟 

を計画する場合は ガス供給につい 

ても 検討する必要があります!
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2.  柔軟で迅速な設置

通常、このようなメディアサプライは壁のアウトレット、シーリ
ングサプライユニット、ベッドヘッドユニットに組み込まれま 
すが、非常事態時に病院以外の建物が集中治療室として使
用される場合、同等の設置は時間がかかりすぎるため不可
能です。

2.1 モバイルソリューション
モバイルサプライユニットをモバイルスタンドとして使用す
ることをお勧めします。 これらのユニットは簡単に設置、接
続できます。 わずか数分で設置できることが弊社の経験か
らご紹介できます。 モバイルユニットのもう一つの利点が柔
軟性です。

画
像

 1

画像 1: 救急病棟の廊下 / 待合室エリアに設けられた臨時病床の例(ドイツ)

この例では柔軟な設置ができる可動性のベッドヘッドユニ 
ットが使用されています。 患者様用に一体型の照明を利用
することもできます。 

このメディアサプライユニットはボンベに接続されていま
すが、 臨時病棟に隣接して医療ガスセントラル供給システ 
ムを設置し、その供給配管に接続することもできます。 人工
呼吸器はガス消費が大きいため、医療ガスセントラル供給
システムに接続することが望まれます。

2.2 柔軟性
ここに示した例は1つの病床です。 複数の病床の場合はスク
リーンで仕切ることができます。

画
像

 2

画像 2: 救急病棟の廊下 / 待合室エリアに設けられた臨時病床の例(ドイツ)

患者様用に一体型の照明を利用することもできます。 各病
床はスクリーンで仕切られています。 
このメディアサプライユニットはボンベに接続されていま 
すが、 臨時病棟に隣接して医療ガスセントラル供給システ
ムを設置し、その供給配管に接続することもできます。



© Drägerwerk AG & Co. KGaA 5

COVID 19 緊急事態に対応する為に

2.3 スペースの有効利用
ここで示すのは各病床につき1台のサプライユニットを装備
した例です。 各病床にそれぞれ別個のユニットを配置する
ことで照明オプションにメリットがあります。 明確に割り当 
てられたワークプレースは交差感染のリスクを低減します。

その他の例のご紹介。 2床で1台のメディアサプライユニッ 
トを使うことも可能です。 この場合、臨時病棟のスペースが
節約でき、供給ユニットと医療ガスセントラル供給システム

間のメディア接続箇所の数が減るため、医療ガス供給シス
テム設置の手間が低減されます。 

この例は可動式のメディアカラムの使用を示したものです。 
2台のベッドの間に設置され、医療ガスセントラル供給システ
ムに接続されています。 両側のベッドで使用する機器をこの
ユニットに接続できます。 交差感染を予防し、患者様のプラ
イバシーを考慮してベッド間にスクリーンを設けてください。

画
像

 3

画像3: 可動式サプライカラムを用いた複数病床ソリューション

3.  まとめ

以下により、柔軟性に富み、迅速な設置が可能:
• 柔軟なサプライユニットの使用
• 迅速な接続インターフェースのあるサプライユニット
• 最低限のメディアサプライ

ガスアウトレット: 酸素用1個、空気用2個
電源コンセント: コンセント3個、等電位化アース(1個)

• 装置用アクセサリーレール
• 可能であれば: 患者様用リーディングライト/ 処置灯
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