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排泄ケアについて考える
～従来のオムツとY社のオムツを比較して～

発 表 者 北原 里美 （佐賀県：多久市立病院）

共同研究者 高塚 祐子、中田 千春

よび介護職員に介入しました。

・利用者の口腔内の病気の発見

・利用者の口腔および全身状態の改善

・介護職員の口腔への知識および技術の向上

がありました。
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結論

歯科保健センター事業で、教育を受けた歯科

衛生士が介護施設に月に１～２回であっても訪

問することで、介護施設スタッフの質の向上、

利用者の口腔内環境の改善および歯科疾患の発

見に効果がありました。
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�．はじめに
わが国における高齢化は世界で類をみない速

さで進んでおり、当然加齢による排泄機能低下

は問題である。
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当病棟でも入院患者の８５％が後期高齢者で、

そのうち４０％がオムツを使用し介助を必要とし

ている。これまでは持ち込みのオムツを使用し、

オムツ交換は、１日６～８回行っていた。当然

夜間も交換することになり、患者の睡眠への影

響を懸念しながら看護業務の一貫として行って

いた。また持ち込みオムツをそのまま使用して

いたために、サイズがあっていなくても、もれ

を予防するための重ね使いをしていた。

今回肌触りがよく、吸収性に優れている、と

される Y社のオムツ導入にあたり従来の方法と

の比較ができ、改めて排泄ケアについて考える

ことができたので報告する。
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�．研究目的
従来の方法と Y社のオムツを比較して、オム

ツ交換・排泄ケアについて考え今後の課題を明

らかにする。
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�．研究方法
１研究期間

平成２４年３月１日～平成２５年４月３０日

２研究対象

療養病棟入院中でオムツ交換に介助が必要

な患者

３研究方法

（１）従来使用していたオムツの種類と排泄回

数・オムツ交換状況の把握

（２）Y社オムツ使用モニターの実施

（３）従来のオムツと Y社のオムツ料金・交換

方法の比較

（４）オムツ着用体験を実施したスタッフ１９名

への比較アンケート

（５）療養病棟に Y社オムツ導入
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�．結果
従来患者が使用していたオムツは持ち込みの

ため、種類は様々だが、テープタイプ・フラッ

トタイプ・尿取りパッドの計３枚を使用。体位

変換と同時に一日８回排泄チェックを実施。そ

―４０７―



のうち６～７回は、排尿もしくは排便にてオム

ツ交換をした。主に尿取りパッドのみを交換す

るが、排便時や尿量の多い場合はフラットまで

汚染し交換した。排泄がなくオムツを開けて見

ただけの場合もあった。普段オムツ交換する際、

特に訴えのない患者も、夜間の交換時には「ま

たね」「出とらん」「さっきも見たよ」等、睡眠中

に覚醒させられることへの不満が聞かれた。
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Y社のオムツは基本的にフレックスタイプの

１枚だけを使用。吸収性がよく一日平均３回（１０

時・１６時・２１時）オムツ交換を実施。排便時に

は交換するため、排便回数の多い患者は交換回

数が増えた。体位変換は今まで通り行い排泄状

況の確認をした。オムツを開けなくても、交換

表示ラインで排泄の状況を知ることができた。

モニターは、オムツを使用しているすべての患

者が対象ではなく、１０日間という限られた期間

であった。対象患者の皮膚トラブルは認めなかっ

たが、フィットしすぎる事による腹部の圧迫感

や、やはり排尿後に交換して欲しいと訴える患

者もあった。交換回数が少ないため、オムツ交

換を含めた巡回時の観察時間は短くなった。１

回交換時の単価は高くなるが、交換回数を考え

ると差はなかった。
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スタッフへのアンケートでは、Y社のオムツ

について「むれがなく皮膚がさらりとしていた」

「はじめて患者の立場に立てた」等の意見があっ

た。
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平成２５年４月 Y社のオムツを導入してから

は、アドバイザーから再度指導を受け、圧迫感

を訴えた患者・排尿毎に交換を希望された患者

等、患者によってはフレックスタイプに加え、

スリップタイプ、パッドを利用した。スタッフ

からは種類や選択肢が多いことへの不安な声も

多かったが、その反面どうしたら少ないコスト

で患者のニーズに対応できるか、スタッフ間で

のやり取りが多くなったことも事実である。介

助を必要としている患者本人からの具体的な感

想を聞くのは難しかったが、紙パンツを使用し

ている患者からは「新しいのがきちんと合う」「肌
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触りがいい」といった声が聞かれた。

患者家族からは、「少しくらいオムツにかか

る費用が増えたとしても本人に合ったものを

使って欲しい。」と温かい言葉をいただいた。
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�．考察
穴澤は「排泄は生物が生き長らえるための最

も根源的な機能の一つであり、生物が生きてい

る証である」１）と述べている。排泄機能やパター

ンは年齢や疾患により様々で、まず個々を知ら

なければならない。さらに患者情報を詳しく調

査することで、適切な対処方法を選択すること

が必要である。オムツを使っている患者に対し

て決まった時間にただ交換しているだけだっ

た。オムツのコストや交換の方法についてあま

りにも無関心で無知だった。今回の取り組みで、

普段なんとなく使っていたオムツの値段や枚数

を知り、それぞれの患者の排泄パターンを認識

することの重要性を理解できた。

排泄ケアについてこれまでの多くの報告は、

トイレでの自立を促すものであった。しかしオ

ムツにたよらなければならない患者は、どうし

たらよいのかがあまり検討されていない。高齢

化に伴いオムツを使用している患者が増加して

いる中での、排泄ケアをどうしたらいいのか、

基本的な対処の方針が一定せず、自分達の意識

の低さと、知識・技術の不足を強く感じた。
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関口は「排泄ケアは自尊心に大きく影響を与

えるため周囲の配慮が必要とされるが実際には

できていない」２）と述べている。排泄ケアは他の

ケアに比べて一日のうちに関わる回数が多いた

め、回数をこなすことに追われて患者の羞恥心

や自尊心にまで配慮ができていなかった。石田

は「排泄は尊厳の基本」３）と述べ、多くの場でも

その取り組みがなされている。漏れを予防する

ためのオムツの重ね使い、睡眠中の夜間のオム

ツ交換は、患者の尊厳を損なう可能性もある。

体位変換やオムツ交換の時間や回数は介護者の

都合で、患者個々の状態はほとんど考えていな

いものだった。重ねる事はもれの予防につなが

らないどころか、患者に不快感を与えていた。

実際自分達がオムツに排泄してみて初めて、患

者の気持ちに気づくことができた。高齢になる

と生体リズムや脳の機能低下が原因で睡眠の質

が低下する。ただでさえ、眠りが持続しにくく、

質の高い睡眠をとりにくい高齢者に夜間のオム

ツ交換はなるべく避けたいことである。
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介護者側優先となって、業務の一貫となって

しまっていたオムツ交換を、従来の方法と比較

したことで、あらためて患者の立場で考えるきっ

かけとなった。

今回の研究により排泄ケアの質の改善、さら

に入院生活の質の向上のためには、看護師・介

護者一人一人が患者・家族の立場に立って考え

行動し続けなければならないことを痛感した。
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�．結論
１．（患者の排泄管理・排泄ケアについては、）

疾患や ADLの程度・排泄、睡眠パターン

など患者の全体像を把握し、個人に合った

排泄方法を選択（実行）しなければならな

い。

２．排泄ケアをさらに患者の立場にたって、

QOLを向上させるには、スタッフの知識・

技術の習得と意識向上が不可欠。
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参考・引用文献はスライドをご参照ください。

ご清聴ありがとうございました。

１）排泄リハビリテーション理論と臥床：穴澤

貞夫・後藤百万・高尾良彦

２）尊厳ある排泄ケア：関口清貴

３）介護のしくみ：石田路子

４）成人看護学リハビリテーション患者の看

護：氏家幸子

５）排泄ケアからはじめた業務改革：玉川病院

６）らくらく排泄ケア：石井賢俊・西村かおる

７）ガイドラインにそった福祉用具の選択・活

用法：和田光一・加島守
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