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尿道留置カテーテル抜去の取り組み

発 表 者 飯田 綾子 （鳥取県：国民健康保険智頭病院）

共同研究者 中嶋 あゆみ、青山 葉子、岡村 敦子、桑本 晃、国政 恵子

いる箇所に違いが出たことと、２０秒以上手洗い

を行っていても衛生的な手洗い手技が行われて

いないことは、山本らの「臨床現場では手洗い

の必要性や重要性を強く認識しながらも、看護

行為の場面での適切な手洗い行動の実施がみら

れず、手洗い行動と認識の間に「ずれ」を生じ

ていた。」いう報告があるように当病棟でも同じ

ことがいえるのではないかと考えました。

また、大須賀らは看護師の手洗い行動に関係

した因子は、忙しさ、教育、経験であり、特に

忙しさとの関連が優位に高かったと報告してい

ます。このことから当病棟でも、手洗い行動を

阻害する因子を分析し介入していくことが必要

であると感じました。

以上のことから、

１．手洗い行動の時間については、自己監査調

査では２０秒以上の手洗いを６０％のスタッフがし

ていると回答したのに対して、ビデオ撮影でも

２０秒以上の手洗いは５４％と同じような結果とな

りました。

２．気をつけて洗っているところの自己監査

と、ビデオ撮影では、手洗い部位に違いがあり

ました。

３．２０秒以上の手洗いが行われていても、衛生

的な手洗いの手技がおこなわれていない。

以上のような結果となりました。
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まとめ

看護職員の衛生的手洗い行動に対する意識と

実際の流水下での手洗い行動を比較し、違いを

明らかにすることが出来ました。

今後、衛生的手洗い行動を阻害する因子を分

析し改善する必要があり、定期的に手洗い行動

を調査し、看護職員にフィードバックし、衛生

的手洗い行動を習慣化する必要があると思いま

す。
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当院療養病棟では、尿道留置カテーテル（以
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下カテーテルと称す）の使用の根拠が不明確な

まま長期化している現状にあり、尿路感染症や

カテーテル抜去のインシデントの発生原因と

なっていました。そこでカテーテル使用患者の

実態を把握し、不要な長期カテーテル留置を減

少させることを目的とし本研究に取り組みまし

た。
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病院はベッド数１４４床の地域医療を担う中核病

院です。病棟のベッド数は４７床で高齢患者が大

半を占める長期療養病棟です。
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研究期間は２０１２年４月～２０１３年３月です。研

究は、カテーテル使用患者のすべてを対象とし、

まず個々の患者の疾患、意識レベル、カテーテ

ル留置に至った経緯、挿入期間、尿路感染症の

有無、カテーテル抜去の既往などの実態把握と

アセスメントを行い、主治医にカテーテル抜去

の可否を確認します。また、長期カテーテル留

置による問題点、尿路感染症のリスク、尿閉時

の看護などについて学習するとともに、チーム

会やカンファレンスでの伝達講習を通して、情

報共有します。そして実際にカテーテル抜去を

実施していき、必要時には泌尿器科医に相談し、

最終的に各患者の評価を行います。
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まずカテーテル抜去を行い、自尿の確認と尿

量測定を１週間行っていきます。それと並行す

る形で１回／日、導尿による残尿測定を行い、

残尿量が５０～１００ml以下なら残尿測定を終了し

ます。またカテーテル抜去後、発熱の有無、尿

量や尿の性状、体重の増減など全身状態の観察

を行いながら、最終的にオムツまたはトイレで

の自然排尿へ促します。
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対象患者は８名で、性別は男性４名、女性４

名で、年齢は６０～８０歳代後半の高齢者です。疾

患は心不全、心筋梗塞、脳血管障害などで、日

常生活自立度は B１～C２レベルの全般的に介

助を要する患者です。カテーテル留置に至った

経緯は、疾患上の管理や排尿障害で、カテーテ

ル留置期間２か月から２年５か月です。
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A~G氏まではカテーテル抜去後、オムツやト

イレでの排尿に移行することができました。F

氏と G氏については、１回目の抜去では尿閉の

ため再留置となりましたが、両氏とも２回目は

排尿障害治療薬を使用することで抜去すること

ができました。H氏については排尿障害治療薬

を使用し３回試みましたが、カテーテル抜去後

に発熱や尿閉がみられ、また残尿量も多いため、

カテーテル留置状態となりました。またカテー

テル抜去後の介助レベルについて、E氏は抜去

直後には排尿誘導やトイレへの移乗に介助を要

しましたが、徐々に排尿行動レベルが向上し自

立へと移行することができました。今回の取り

組みで、最終的に８名中７名の患者のカテーテ

ルを抜去することができました。
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カテーテル留置中は B、C、G、H氏４名の患

者で９件の尿路感染症がありました。カテーテ

ル抜去後は H氏１名、１件だけとなりました。

特に C氏については４件の尿路感染が発生して

いましたが、カテーテル抜去後は全くなくなり

ました。
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平成２３年度、カテーテル抜去のインシデント

は７件ありましたが、２４年度は１件と大幅に減

少しました。２４年度はカテーテル抜去の取り組

みにより留置件数が減少しており、それがイン

シデントの減少につながったと考えます。また

病棟スタッフからカテーテルを使用している患

者の介助に関する意見を聞いたところ、車椅子

やベッドへの移乗時、また入浴やケアを行う時

にカテーテルが気になる、車椅子での移動時カ

テーテルの収まりが悪いなど、否定的な意見が

殆どを占めていましたが、カテーテル抜去後に

は患者の動作や可動域が拡大しケアがしやすく

なったなど、肯定的な意見が大半を占める結果

となりました。
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フォーリーカテーテルを例として計算してみ

ると、今回カテーテル抜去ができた患者は７名

で、１年間に１２回交換すると仮定した場合、年

間２３万５，２００円のコスト削減をすることができる

と考えられます。
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携帯型手指消毒剤による手指衛生の取り組み
―手指衛生の遵守率向上に向けて―

発 表 者 谷口 やよい （香川県：高松市民病院塩江分院）

共同研究者 尾形 貴代美、谷岡 信子、松浦 久子、岡本 松美
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今回の取り組みで、患者の生理的排尿機能（自

然排尿）を獲得することができ、排尿行動レベ

ルを向上することができました。また尿路感染

症の発症が減少すると同時に、身体的トラブル

やカテーテル抜去などのインシデントも減少し

ました。そして管理面でも負担が軽減し、コス

トの削減も期待できると考えられました。

カテーテル挿入の場の多くは病院であり、そ

の理由として疾患上の管理のための一時的留置

や排尿障害などの絶対的な適応がある反面、オ

ムツ交換の簡素化、尿失禁対応、マンパワー不

足など理由が不明確なまま使用されているケー

スも考えられます。長期にわたるカテーテル留

置はさまざまな問題を発生させるため、医学的

見解から妥当と判断される状況以外は早期に抜

去をすることが重要です。長期化するほど抜去

のタイミングを逸してしまうと言えますが、適

切なアセスメントとケアの実施によりカテーテ

ル抜去が可能と成り得ると考えます。留置目的

を再認識し、「はたして今、この患者に留置カ

テーテルは必要だろうか？」、「抜去することは

できないだろうか？」という問いを常に持つこ

とが必要で、今回のカテーテル抜去の取り組み

がスタッフの意識改革につながったと考えま

す。また、一般的にカテーテル留置状態は、管

理上の問題などで患者の後方施設や在宅への移

行を困難にしていることが少なくありません。

今回実施したカテーテル抜去の取り組みは、患

者の後方支援を容易にする可能性があると考え

られます。

�．はじめに
WHOでは、手指の衛生度は病棟や個人での

差が大きいと報告され、遵守向上の為の取り組

みが、重要とされている。

当院は、H２４年２月に携帯型手指消毒剤（以

後、手指消毒剤と言う）を取り入れたが、当病

棟は個人使用量に差が見られた。

今回、病棟看護者１人１人の衛生意識の定着

を目的した取り組みが、遵守率の向上に繋がっ

たので報告する。
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�．目的
手指消毒剤の、個人使用量の差に影響する要

因を明らかにし、遵守率の向上に繋げる。
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