
【Ⅴ．まとめ】

（1）夜間のオムツ交換回数を減らすことにより、皮
膚トラブルや尿漏れの増加がなかったことか
ら、この回数の減少は妥当であった。

（2）コストの削減につながったことから、類以する
患者の背景がある場合、同様の方法をとること
も有効である。
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まとめ 
夜間のオムツ交換回数を減らすことによ
り、皮膚トラブルや尿漏れの増加がな
かったことから、この回数の減少は妥当
であった 
 

コストの削減につながったことから、類
似する患者の背景がある場合、同様の方
法をとる事も有効である 

ご静聴有難うございました 

　当院は、鹿児島県薩摩半島の最南端に位置し、一般病床
に、介護・療養型病床群を併設した44床の公立病院である。
診療科目は、内科・循環器科・整形外科で地域住民のあら

ゆるニーズにこたえようと努力しているところである。こ
こ近年は、南さつま市坊津地区は、少子高齢化が特に進ん
でおり、独居や老々介護など社会的問題も発生している。
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それに伴い当院の入院患者様においても、平均年齢：療養
型統計87.17歳と高齢で寝たきりの患者様が多い。

　今回、疾病と併発して患者の QOL を低下させる
諸症状（排泄困難とスキントラブル）の1困難事例
を通して見えた今後の課題について述べる。

【Ⅰ．看護の実際】

■患者様紹介
氏　名　：88歳、女性
入 院 期 間　：H22.8.18～ H23.6.22迄　（そ の 後、
特別養護老人ホームへ入所となった）

病　名　：変形性腰椎症・変形性膝関節症・坐骨神
経痛・高血圧症・慢性膀胱炎・排尿障害　等
入院までの経緯：近医より、左大腿部痛、痺れ等に
より歩行困難のため、当院に紹介入院となる。
社会的背景：年金での生活で、未婚であり頼れる身
内もおらず、民生委員がキーパーソンとなっている。

■看護経過と実際
1．問題点
入院当初より、体動時に下肢の激痛を伴い看護介入
が困難な症例であり
①両下肢の筋力低下と拘縮あり、体動時の疼痛を伴

うため介助介入が必要である。
②疼痛緩和への看護に努め離床を進めていくことに

したが、徐々に ADL 低下に至った。
③ポータブルトイレでの介助排泄が困難となりオム

ツ装着による排泄が主となる。
④スキントラブル等による不潔行為が頻発する。
⑤「痛い…痛い…だから、もう死んでしまいたい」

等の悲観的言動が聞かれた。

・地域の現状 
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              少子高齢化の加速 

              社会的問題の発生                             独居 老々介護 

                            寝たきりの割合高い 

入
院 

平均年齢
87.17歳 

排泄困難とスキントラブルの発生事例 
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疾病と併発 諸症状の発生 

ＱＯＬの低下に陥る 

Ⅰ・看護の実際 

・８８歳の女性 
・入院期間 ：H２２．８．１８～H２３．６．２２ 
     （その後、特別養護老人ホームへ入所となった） 
・病 名   ：変形性腰椎症・膝関節症・坐骨神経痛  
         慢性膀胱炎・排尿障害 等 
・入院までの経緯 ：左大腿部痛、痺れ等あり、 
        歩行困難のため近医から当院へ紹介入院。 
・社会的背景 ：未婚で年金生活 
          キーパーソンは地域の民生委員  
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■患者様の紹介 

■看護経過と実際 
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１．問題点 

両下肢の筋力
低下と拘縮 介助介入の必要性 

ＡＤＬの低下 オムツ装着による 
排泄 

スキントラブル発生 

不潔行為 

悲観的言動 

■看護経過と実際 
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２．看護計画と対策 

疼痛コントロール 

二次感染の予防 

精神的支援 

はは 

ＡＤＬアップを図る 遊ビリテーション 

スキントラブル予防 

褥瘡発生予防 

身体的・精神的 
負担の軽減 

離床 
端座位での食事 

坐薬による鎮痛 

整形外科受診 
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2．看護計画と対策
① OT と共に患者様の状況を把握しながら、離床

を進め ADL アップを図る。
・毎食時、端座位（状況に応じて車いす移乗）で食

事をする。
・毎週1回、遊ビリテーションに参加し気分転換を

図る。
②坐薬と整形外科 Dr による局部注射で疼痛コント

ロールを図り、又継続しての受診を行う。
③精神面に対して精神的支援をし患者様を支え、オ

ムツ装着による身体的、精神的負担を軽減する。
④スキントラブルを再発させない。又、それらに続

発する褥瘡を発生させない。

3．分析（QOL 低下の要因分析）
・端座位での食事は可能であったが、リハビリテー

ションへの積極的な姿勢が見られない。
・疼痛に対しては、坐薬と局部注射の併用により、

徐々に緩和が見られ体動時痛が軽減する。
・「運動をして早く退院しないとお金がない」「オ

ムツ代がかかるからオムツを替えなくてもよい」
等と経済面での不安を口に出すことがあった。

・入院当初から尿臭と尿混濁があり、抗生剤の内服
と水分補給にて対応していたが、排泄困難が出現
しオムツ装着となった。

・経過を辿る中でスキントラブルを併発した。（症状として、
陰部の発赤、びらん、掻痒感、左臀部の水疱形成など）
スキントラブルを解消する目的で、一時的にバル
ンカテーテルを留置し、オムツ交換時、陰部洗浄
を施行し対応した。

・排便は、下肢の痺れ、感覚麻痺の進行に伴い、便意を
訴えることがなくなった為、薬物療法と併用しながら、
硬便がなくなるまで1日1回、摘便を施行していった。

・褥瘡に関しては、発生するまでには至らなかった。

■看護経過と実際 
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４.評価 

スキントラブルの治癒経過 

ＡＤＬアップは不十分 

精神的支援の構築 

・バルン抜去で再発⇒再挿入 
・フレーヌケアの使用⇒再抜去 
（超吸収タイプのおむつ） 

傾聴 

タッチング 
信頼関係 

・下剤調整とバルン留置 

スキントラブルの改善 

端座位の姿勢 
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車いすでの食事が 
可能になり笑顔も 
見られるようになった。 

車いす移乗 
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下肢拘縮と疼痛、痺れ感
あり起立できない状態。 

■看護経過と実際 
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３. 分析 
ＱＯＬ低下の要因分析 

リハビリは消極的 

経済面での不安 オムツ装着による排泄 

陰部の発赤・びらん・掻痒感
臀部の水疱形成 スキントラブル発生 

排便困難時の摘便 

褥瘡発生なし 

身体的疼痛は軽減 

バルン留置 

陰部洗浄 
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4．評価
・離床に関しては、車いす、端座位での食事は自力

摂取可能となり、疼痛コントロールは軽減に努め
ることは出来たが、遊ビリ、起立保持等のリハビ
リによる ADL アップは十分に図ることができな
かった。

・スキントラブルが治癒に至った経過は、
①臀部・陰部のびらんは、便秘と下痢を繰り返しな

がら下剤の調節を図り、バルンを留置したこと
で改善していった。

②バルン抜去を試みたが、混濁尿でスキントラブル
が再発し、さらにオムツのコストの問題で本人
の強い希望もあり、バルン再挿入ということに
なった。

③長期のバルン留置は、感染等のリスクが懸念され、
スタッフと患者様本人との検討を重ねて、オム
ツのコストを配慮しながら、フレーヌケア（超吸
収タイプのオムツ）に変更し、徐々にスキントラ
ブルが改善してきた。

④バルン抜去を再度試み、処置を継続することでス
キントラブルも再発、悪化することなく治癒に
至った。

・排便コントロールに関しては、経過途中で特別養
護老人ホームへの転所となったが、今までの処置
の継続を提案し特養へ申し送る形となった。

・精神面に関しては、看護・介護スタッフが関わる
中で、患者様が抱えている不安に対して、傾聴と
タッチングを交えて表出しやすい雰囲気をつくり、
信頼関係を築いていく中で徐々に打ち明けてくれ
た。単純で基本でもあるがやはり有効であった。

【Ⅱ．結果】

・この1症例を通して、老年期における患者様の排
泄には、疾病からのものばかりではなく、様々な
誘因が多種多様に重なり引き起こされることが分
かった。

・それらを解決するためには、①患者様の身体的症
状・精神的症状（社会背景や経済面を含めて）を
理解すること。②各医療スタッフが、共通認識を
持ち、それぞれに役割を果し介入、連携を機能さ
せること。

・結果として、それが患者様のニーズを満たし、
QOL の向上に繋がることを再認識することがで
きた。

【Ⅲ．結論】　今回、疾病に併発した諸症状（排泄困
難とスキントラブル）に対し焦点をあて、振り返り
をする中で、当院における今後の取り組み、その意
義について考える良い機会となった。
・患者様に良い看護を提供するということは、患者

様との信頼関係を築く中で、患者様に寄り添い看
護をさせて頂くということだけにとどまらない。

・家に帰りたいと思う気持ちと帰れない現状や社会
背景を考慮し、地域との協力体制・関連施設との
連携を大切にする。患者様の『苦しい…悲しい…
辛い』等の気持ちを汲み取る。

・精神的支援（タッチング・傾聴等）を行い“患者
様が何を望んでおり、何を求めているのか”医療
者は看護・介護の場面では強く求められているこ
とを、常に念頭において今後の医療ケアに繋げて
いかなければいけないと改めて実感させられた1
症例であった。

 Ⅲ・結論 

排泄困難とスキントラブルに焦点をあて、振り返り
をする中で、今後の取り組みとその意義。 

患者様に寄り添う看護をさせて頂くという事だけ
にとどまらない。 

社会背景を考慮し、地域の協力体制、関連施設
との連携を大切にする。 

精神的支援（タッチング・傾聴）を図る。   
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Ⅱ・結果 
排泄には、様々な誘因が多種多様に重なり引き
起こされる。 

身体的症状、精神的症状（社会背景、経済面を
含めて）を理解する。 

各医療スタッフが共通認識を持ち、役割を果た
し介入、連携を機能させる。 

患者様のニーズを満たし、QOLの向上に繋がる
ことを再認識。 
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