
【はじめに】　集中治療対象患者の多くは、基礎と
なる疾患に加えて代謝障害や免疫力低下が存在する
ため、易感染状態にある。その上、身体への浸襲に
よる衰弱で皮膚そのものの機能も低下しており、こ
のような状態で下痢便が続くと、化学的・機械的刺
激により容易に肛門周囲に皮膚障害が発生します。
当院 ICU でも、早期経管栄養開始や抗生剤使用に
よって下痢便となり、肛門周囲皮膚障害の発生頻度
が高い状態である。従来、撥水性クリームの塗布で
対応していたが、皮膚に付着した便の頻回な拭き取
りによる機械的刺激が更なる皮膚障害を起こす一因
となっている。その予防対策として、近年、持続的
難治性下痢便ドレナージが注目を浴びているが、高
価な上自己負担となるため、当院では主に熱傷患者
に限定し使用している。
今回、我々は頻回な下痢便がある患者を対象に、ス
トーマ装具を使用した排泄援助を行い、化学的・機
械的刺激を取り除くことで皮膚障害を予防できるか
検証したのでここに報告する。

【Ⅰ．研究目的】下痢の患者を対象に、機械的刺激
を取り除く目的でストーマ装具を使用し排泄援助を
行うことで、皮膚障害を予防出来る事を明らかにす
る。

【Ⅱ．用語の定義】

・頻回な下痢：2～4時間毎の水様・泥状・未消化・
便汁のいずれかの排泄

・肛門周囲皮膚障害：様々な原因で起こる肛門周囲
のびらん・湿疹等の皮膚症状

【Ⅲ．研究方法】

1．研究デザイン：準実験研究・因果仮説検証研究
2．対象：ICU/CCU 病棟入院中の患者で以下の項

目を満たしている者
・下痢の症状がある（2～4時間毎にオムツ交換を要

する）
・体動が少ない（RASS=0以下）
・肛門周囲に皮膚障害を起こしていない
・肛門周囲に疾患・外傷がない
・研究に同意が得られている
≪禁忌≫
・アレルギー疾患の患者
・体動の激しい患者（RASS=+1以上）
・皮膚障害があるもしくは皮膚障害を起こした患者
・肛門周囲に疾患・外傷がない
・研究への同意がない
3．データ収集方法
期間：H23年 7月～ H24年 1月
場所：A 病院　ICU・CCU 病棟

三豊総合病院 

  

          

病床数 一般 482床（うち緩和ケア 12床・感染症 4床） 

M 
G H 

M:Medicine    信頼される医療 

G：Generality   保健・医療・福祉の包括医療・ケアシ   

                            ステムの展開と推進                                                                                                                                 

H：Hospitality   優しさと情熱 

研究対象 

ＩＣＵ・救命病棟入院中の患者で以下の項目を 
満たしている者 
  
 ・下痢の症状がある（2～4時間毎におむつ交換を要する） 
 ・体動が少ない（RASS=0以下） 
 ・肛門周囲に皮膚障害を起こしていない 
 ・肛門周囲に疾患・外傷がない 
 ・研究に同意が得られている 
  ≪禁忌≫ 
 ・アレルギー疾患の患者 
 ・体動の激しい患者（RASS=＋1以上） 
 ・皮膚障害があるもしくは皮膚障害を起こした患者 
 ・肛門周囲に疾患・外傷がない 
 ・研究への同意がない 
 

演  題

080

頻回な下痢がある患者への肛門周囲皮膚障害への取り組み
～適応患者選択ガイドラインを使用したストーマ装具使用の実際～

発　表　者 浜口　千波 香川県　三豊総合病院

共同研究者 詫間　由美子
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手段：・皮膚排泄ケア認定看護師指導のもとスタッ
フへ手技の指導

・模型を使用しストーマ装具手技をビデオ撮
影。手順はパネルとして掲示する

・ストーマ装具の適応患者選択ガイドライン
を作成（資料1）

・実施中の皮膚状態や排便状態などを独自で
作成した評価表を用いて評価（資料2）

実施者：ICU・CCU 病棟看護師24名
4．データ分析方法：事例経過報告

【Ⅳ．倫理的配慮】　対象となる患者は直接同意が
得られないため、研究対象のご家族、研究で得られ
たデータは研究以外では使用しない事・研究終了後
には速やかに破棄する事・評される場合も治療上一
切影響しない事等を書面にて説明し同意を得た。ま
た、ストーマ装具装着部位の写真を撮影する事につ
いても説明し、写真についての同意書も作成し同意
を得た。

【Ⅴ．結果】

【症例1】　74歳　女性　疾患名：慢性腎不全　既
往歴：短腸症候群
経過：CD トキシン検出。
頻回な下痢便がみられるため、入室2日目よりス
トーマ装具使用開始する。
装着期間：11月18日～11月21日

装着3日目、肛門周囲に発赤・ただれ認めたためス
トーマ装着中止。
皮膚排泄ケア認定看護師に相談したところ、ストー
マケアに使用されている皮膚保護剤によるものとの
見解であった。（アレルギー既往なし）

【症例2】　68歳　男性　疾患名：肺炎・敗血症
ショック
経過：経腸栄養開始後下痢症状が4回 / 日ほどみら
れたため、ストーマ装具使用開始する。
装着期間：12月5日～12月7日

下痢症状治まったため、ストーマ装具中止。
殿部症状で発赤ありだが、ストーマ装着前より症状
悪化は認めていない。

【症例3】　71歳　女性　疾患名：腸腰筋膿瘍
経過：入院1週間後より頻回な下痢便みられだし、
ストーマ装具使用開始する。
装着期間：12月22日～12月31日

【症例２】 68歳 男性    
    疾患名：肺炎・敗血症ショック 

12/5 12/6 12/7 

ストーマ装具の種類 ユーケアTD ユーケアTD ユーケアTD 

経管栄養の有無    有    有    有 

RASS  －２～－４  －２～－４  ０～－２ 

腸蠕動    無    無    無 

殿部症状 発赤あり 発赤あり 発赤あり 

ストーマ装着時 
 VS・SPO２変動 

VS・SPO2  
変動なし 

VS・SPO2 
変動なし 

【症例１】 74歳 女性   
            疾患名：慢性腎不全           

11/18 11/19 11/20 

ストーマ装具の種類 ユーケアTD ユーケアTD ユーケアTD 

経管栄養の有無    無    無    無 

RASS    0    0    0 

腸蠕動 ＋～亢進 ＋～亢進 ＋～亢進 

殿部症状    なし    なし 発赤・ただれ
あり 

ストーマ装着時 
 VS・SPO２変動 

VS・SPO2    
変動なし 

VS・SPO2 
変動なし 

経過：CDトキシン検出 

発赤・
ただ
れあり 

倫理的配慮 

 研究で得られたデータは研究目的では使用しない事 
 研究終了後には速やかに破棄する事 
 拒否された場合であっても治療上一切影響しない事 
   
  を書面にて説明し同意を得た。また、ストーマ装具装
着部位の写真を撮影する事についても説明し、写真に
ついての同意書も作成・同意を得た。 

研究対象のご家族の方へ 
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パウチ貼り替えの刺激により部分的表皮剥離みられ
たが、それ以上の悪化はなく、便による肛門周囲皮
膚障害はみられず。

【おむつ使用時とストーマ装具使用時の比較】

＊おむつ・ストーマ装具使用に関しては、当院にて
採用されている物で比較＊

【スタッフより抽出したストーマ装具使用の利点と
改善点】
利点：・おむつ交換が不要だったため、おむつの使

用枚数が少なかった。
・おむつ交換が不要だったため、ケア時間の

短縮に繋がった。
・肛門以外の汚染が少なかった。
・拭き取りによる刺激が少なく、ただれがみ

られなかった。
・汚染が広がらないため感染面でも有効と

思った。
・防臭効果が得られた。

改善点：・装着・剥離に時間を要した。
・粘液便は、ストーマ装具からの排出が

難しかった。
・中止基準を設定する必要があった。
・一回量が多い時には剥がれやすかった。
・イレオストミーは、粘着力が弱く剥が

れやすかった。
・ユーケア TD は袋が短く、便の排出が

難しかった。
・会陰部からの漏れが多く、装着時に補

強が必要だった。
【Ⅵ．考察】　下痢による皮膚障害について石井1）
は「便の付着やおむつ着用による高温多湿な環境、
頻繁な拭き取りによる機械的刺激などにより、浸軟
とドライスキンが重なり皮膚のバリア機能の破綻が
起こる。さらに消化酵素を多く含む下痢便の付着に
よる化学的刺激と機械的刺激が繰り返され、皮膚障
害となる。」と述べている。これらの事より、機械

スタッフより抽出した 
     ストーマ装具使用の利点と改善点 
利点  

 おむつ交換が不要だったため、おむつの使用枚数が少なかった。 
 おむつ交換が不要だったため、ケア時間の短縮に繋がった。 
 肛門以外の汚染が少なかった。 
 拭き取りによる刺激が少なく、ただれがみられなかった。 
 汚染が広がらないため感染面でも有効と思った。 
 防臭効果が得られた。 
改善点 
 装着・剥離に時間を要した。 
 粘液便は、ストーマ装具からの排出が難しかった。 
 中止基準を設定する必要があった。 
 一回量が多い時には剥がれやすかった。 
 イレオストミーは、粘着力が弱く剥がれやすかった。 
 ユーケアTDは袋が短く、便の排出が難しかった。 
 会陰部からの漏れが多く、装着時に補強が必要だった。 
 
 

おむつ使用時と 
     ストーマ装具使用時の比較 

1枚当たりの
値段 

3日使用し続   
けた場合     

排泄処理 
時間 

処置時必要 
人数 

防臭 
効果 

おむつ       
使用時 
（ライフリー） 

  364.7円 8752.8円 
（3時間毎お
むつ交換した
場合） 

約5～10分   2～3人  なし 

ストーマ装具
使用時 
（ユーケTD） 

  262.5円 262.5（ストー
マ漏れなしの
場合） 

約10～20分   2～3人  あり 

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 

ストーマ装具の
種類 

ユーケア
TD 

イレオストミ
ー 

イレオストミ
ー 

イレオストミ
ー 

ユーケア
TD 

経管栄養の有無   無   無   無   無   無 

RASS  －5  －5  －5  －5  －5 

腸蠕動   無   無   無   無   無 

殿部症状 軽度発赤 表皮剥離あ
り 

表皮剥離あ
り 

表皮剥離あ
り 

表皮剥離
あり 

ストーマ装着時
VS・SPO2変動 

VS・SPO2
変動なし 

VS・SPO2
変動なし 

表皮剥離あ
り 

表皮剥離あ
り 

【症例３】 71歳 女性               
      疾患名：腸腰筋膿瘍 

12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 

ストーマ装具  
の種類 

ユーケア
TD 

ユーケア
TD 

ユーケア
TD 

ユーケア
TD 

ユーケア
TD 

経管栄養の有無   無   無   無   無   無 

RASS   －5   －5  －5  －5  －5 

腸蠕動   無   微弱   無   無   無 

殿部症状   無 軽度発赤 軽度発赤 軽度発赤 軽度発赤 

ストーマ装着時
VS・SPO2変動 

VS・SPO2
変動なし 

VS・SPO2
変動なし 

VS・SPO2
変動なし 

発赤あり 
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的刺激を除去する事で皮膚障害を防止出来るのでは
ないかと考え、頻回な下痢の患者を対象にストーマ
装具を使用し、肛門周囲の皮膚障害予防に取り組ん
だ。その結果、軽度発赤とストーマ装具着脱の刺激
により部分的表皮剥離を認めたが、重度な問題とな
る肛門周囲皮膚障害を回避する事が出来た。
ストーマ装具は2種類のみの使用であり、製品の特
徴に応じて利点と改善点が明らかとなった。利点と
しては、おむつの使用枚数の削減やケア時間の短
縮・周囲への汚染拡大の防止などの意見が得られた。
クリティカルな現場では厳密な感染管理が必要であ
り、今回の症例にもあった CD トキシン陽性患者に
対するストーマ装具の使用は、他者への飛散防止な
どの感染管理の上でも有用であったと考える。また、
おむつ使用時とストーマ装具使用時の比較でも1枚
の値段としてストーマ装具の方が安価であり、3日
間3時間毎におむつ交換を要した場合を想定すると
更に大差として表れた。また、ストーマ装具を使用
する事で便と共に匂いも密閉され防臭効果も得られ
た。改善点としては、装着・剥離に時間を要した事
やストーマ装着時の補強についての意見があった。
これらについては、研究実施前に手順のパネルを作
成し、控え室とナースステイションに掲示。人形を
使用して皮膚排泄ケア認定看護師指導の下、実技を
行った。しかし、人形と患者では皮膚の張りや肉付
きにより肛門周囲の状況に違いがあった事とストー
マ装着に不慣れであった事が要因と言える。また、
今回の3症例では、ストーマ装着に時間を要しても
循環動態・SPO2に大きな変化はみられず、循環・
呼吸状態が不安定な患者にも装着可能であると考え
る。これらのことより、ストーマ装具の使用は褥瘡
予防と同様にコストとしては取れないが、おむつ
代・人件費・肛門周囲の皮膚障害発生時の治療費な
どを考慮すると、患者のみならず看護師業務の負担
軽減にも繋がるのではないかと考える。また、今年
度の診療報酬改定によって持続的難治性下痢便ドレ
ナージが点数化されたため、今後治療の選択肢が増
える事が期待される。
今回の研究は、短期間であり対象患者が少なく事例
経過報告となった。そのため、今後も継続し手技の

向上・ストーマの選択システムの構築などを行い、
皮膚排泄ケア認定看護師指導の下、肛門皮膚障害の
予防に努めて行く事が重要である。また、ストーマ
装着の中止基準は設定しておらず、今後の課題であ
る。

【Ⅶ．結論】

1．ストーマ装具を使用する事で、問題となる重度
な肛門周囲皮膚障害を回避する事ができた。

2．ストーマ装具を使用する事で、オムツ使用枚数
の削減・ケア時間の短縮に繋げる事ができた。
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結論 

・ストーマ装具を使用する事で、肛門周囲の皮膚障害
を軽微に留める事が出来た。 

 
・ストーマ装具を使用する事で、オムツ使用枚数の削
減・ケア時間の短縮に繋げる事ができた。 
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資料１ 

患者選択のアルゴリズム 

 

●患者は一時的に便失禁管理の必要がある ＮＯ 

ＹＥＳ 

 

●アレルギー疾患がない ＮＯ 

 ＹＥＳ 

 

●肛門周囲に疾患・外傷がない ＮＯ 

ＹＥＳ 

 

●肛門周囲に皮膚障害がない ＮＯ 

ＹＥＳ 

 

●安静度はベッド上でＲＡＳＳ＝－1 以下である ＮＯ 

 ＹＥＳ 

 

●下痢の症状がある（２～４時間毎にオムツ交換を要する） ＮＯ 

ＹＥＳ 

 

●研究への同意が得られている ＮＯ 

          ＹＥＳ 

 

           適応                                適応なし 

 

 

 

 

≪禁忌≫ 

  ・アレルギー疾患がある患者 

  ・肛門周囲に疾患・外傷がある患者 

  ・肛門周囲に皮膚障害があるもしくは皮膚障害を起こした患者 

・ 体動の激しい患者（ＲＡＳS=０以上） 
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資料２ 
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