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ストーマ便処理時の消臭対策
～ほうじ茶ゲル使用と手技の統一～

公立那賀病院 ○宮下尚子、西川千佳、中塚美千子

はじめに

ストーマ造設患者には、においに対する不安がある

においが発生するのは、
⇒装具交換（週2回程度）
⇒便処理（日に数回）
⇒装具が漏れた時

ストーマの便処理時のにおいが

軽減できれば、療養環境の改善、
QOLの向上に繋がるのではないか

　ストーマ便処理時の消臭対策　ほうじ茶ゲルと手
技の統一
　ストーマ造設患者には、臭いに対する不安がある
と言われています。臭いが発生するのは、装具交換
時、便処理時、装具が漏れた時などです。便処理は
日に数回行われ、術後や終末期では床上で行うこと
を余儀なくされます。ストーマ便処理時の臭いが軽
減できれば、療養環境の改善やQOLの向上につな
がるのではないかと考えました。

ストーマの消臭対策

• 消臭効果のあるものを食べる、装具に入れる

• 装具に消臭カバーを装着する

• 便処理方法の工夫

茶葉、コーヒー豆かすなどを使用する

入院中でも容易に実践可能な方法は・・・

ストーマ装具に消臭剤を入れる
便処理方法を工夫する

　ストーマに対する消臭対策はこれまでに数々報告
されています。その中で入院中に容易に実践可能な
方法は、ストーマ装具内に消臭剤を入れること、便
処理方法を工夫することでした。
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ストーマ装具に
消臭効果のあるものを入れる

安価で入手しやすく、消臭効果のあるもの

→ほうじ茶（院内常備あり）

ほうじ茶ゲル
を作成しよう

　ストーマ装具に入れるものとして、便の臭いが軽
減でき、安価で入手しやすいものを考えた結果、院
内に常備しているほうじ茶を使用することにしまし
た。装具にいれやすい形態を検討し、ゲル状にする
ことにしました。

便処理方法の工夫

においが拡散しない便処理方法の統一

においの発生源である便を速やかに密封する

プラス

便処理方法の工夫としては、臭いが拡散しない方
法を考え、臭いの発生源である便を速やかに密封す
る処理方法を統一しました。

研究目的

1.ほうじ茶ゲルの使用

２.排泄物の空気中への暴露時間を短縮させる便処理方

法の統一

2つの方法を併用しストーマ便処理時のにおいを軽減でき

るか検討する

　今回の研究では、ほうじ茶ゲルの使用と排泄物の
空気中への暴露時間を短縮させる便処理方法の統一
という２つの方法を併用し、ストーマ便処理時の臭
いが軽減できるか検討しました。
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研究方法

＜研究対象＞

• 消化管ストーマ造設患者のベッド上で便処理する際に発生する

臭気

• 患者の年齢・性別・ストーマ造設部位は問わない

• 食事形態は3分粥以上

＜研究期間＞

• H26.10月～12月

　研究方法です。対象は消化管ストーマ造設患者の
ベッド上で便処理する際に発生する臭気です。患者
の年齢、性別、ストーマ造設部位は問いません。食
事形態は３分粥以上としました。期間はH26.10月～
12月の３か月間です。

研究方法

1.便処理前に、臭気評価者数名
がベッドサイドの臭気評価をし、
チェック表に記入する。

2.臭気評価者は部屋の外で待機
する。

3.便処理終了後、臭気評価者が
カーテン内に入り、ベッドサイドの
臭気評価をし、チェック表に記入
する。

6段階臭気強度表示法

　便処理前に、臭気評価者数名がベッドサイドの臭
気評価をし、チェック表に記入します。
　臭気評価者は部屋の外で待機します。便処理終了
後、臭気評価者が、ベッドサイドの臭気評価をし、
チェック表に記入します。臭気評価は６段階臭気強
度表示法を用いて評価しました。６段階臭気強度表
示法はスライドをご参照ください。

研究方法

• 臭気評価、便処理は、カーテンを閉め切った状態で行う。

• 臭気評価者は、対照群か実験群か知らない者とする。

• 大部屋の場合は、便処理前から臭気評価終了までに、

同室内で排泄行為があった場合はデータから省く。

• 対照群と実験群は同一患者とする。

• 便処理を行う看護師は臭気評価を行わない。

• 実験群のほうじ茶ゲル注入は臭気評価終了後とする。

　臭気評価、便処理はカーテンを閉め切った状態で
行います。臭気評価者は、対照群か実験群かを知ら
ない者としました。大部屋で実施の場合は、便処理
前から臭気評価修了までに、同室内で排泄行為が
あった場合はデータから省きました。対照群と実験
群は同一患者としました。便処理を行う看護師は臭
気評価を行いません。実験群のほうじ茶ゲル注入の

タイミングは臭気評価終了後としました。

研究方法
ほうじ茶ゲル作成

• １日１回ほうじ茶ゲルを作成す
る

• 院内給茶機のほうじ茶150ｍｌに
とろみ食用テクスチャー剤（ソフ
ティア®）を6ｇ混ぜゲル状にする

• ほうじ茶ゲルはドレッシング容
器に入れる（ワンプッシュで5ｇ
注入できるもの）

　１日１回ほうじ茶ゲルを作成します。
　院内給茶機のほうじ茶150ｍlにとろみ食用テクス
チャー剤６ｇを混ぜゲル状にします。
　ワンプッシュで５ｇ注入できる容器に入れ注入し
ます。

研究方法：対照群
（ナイロン袋１枚使用、ほうじ茶ゲルなし）

ナイロン袋1重

　対照群です。便処理方法は従来の方法で行います。
ナイロン袋を１枚準備し、そこに便を捨てます。排
出口をティッシュできれいにふきとります。

研究方法：対照群
（ナイロン袋１枚使用、ほうじ茶ゲルなし）

全ての工程が終了後ナイロン袋を縛る

　ふき取ったティッシュ、手袋を同じナイロン袋に
入れます。ここまでの間便はずっと空気にさらされ
ている状態です。最後にナイロン袋の口をしばりま
す。ほうじ茶ゲルは使用しません。
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研究方法：実験群
（ナイロン袋２枚使用、ほうじ茶ゲル注入）

内側の袋に便のみ捨てすぐ袋の口を縛る

ナイロン袋2重

　実験群です。便処理時にナイロン袋を２枚準備し、
２重にします。内側の袋に便のみを捨て、すぐに内
側のナイロン袋の口をしばります。そうすることで
便が空気にさらされる時間を短縮しました。

研究方法：実験群
（ナイロン袋２枚使用、ほうじ茶ゲル注入）

ティッシュや手袋は外側の袋に捨てる

　その後、排出口をティッシュできれいにします。
外側の袋にティッシュ・手袋をいれます。

研究方法：実験群
（ナイロン袋2枚使用、ほうじ茶ゲル注入）

ほうじ茶ゲル1プッシュ
（5ｇ）注入し、装具内全
体になじませる

外側の袋を縛る

　最後に外側の袋の口をしばります。ゲル注入方法
です。排出口からほうじ茶ゲルワンプッシュ５gを
入れ、装具内全体になじませます。これを装具交換
時と便処理毎に行います。

倫理的配慮

本研究は、院内幹部の倫理審査を受け承認を得て実
施した。研究対象者に対し、研究目的、方法、プライバ
シーへの配慮、結果の公表などの他、協力は自由意
志であること、同意後も中断できること、また協力が得
られなくても不利益は受けないことについて、文書と口
頭による説明を行い、同意書に署名をとり実施した。

　倫理的配慮はスライドをご参照ください。

対照群と実験群の便処理後の臭気強度の比較

16.3%

10.0%

53.1%

11.3%

20.4%

16.3%

6.1%

37.5%

4.1%

22.5%

0.0%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0 無臭

1 やっと感知できるにおい

2 何のにおいであるか判る

弱いにおい

3 楽に感知できるにおい

4 強いにおい

5 強烈なにおい

対照群
ほうじ茶なし

従来法
(n=80)

実験群
ほうじ茶あり

統一法
(n=49)

便と認識できないにおい
便と認識できるにおい

ｐ＝0.0000001（ｐ＜0.05） 有意差あり

　結果、考察です。対照群は３（楽に感知できるに
おい）が最も多く37.5％、５（強烈なにおい）が2.5％
ありました。実験群は１（やっと感知できるにおい）
が53.1％で最も多く、５（強烈なにおい）は０％で
した。便と認識できないにおいが対照群では約20％
であったのに対し、実験群では約70％となりました。
対照群と実験群をマンホイットニー U検定を用い有
意水準５％で比較したところ有意差を認めました。
臭気評価者は対照群か実験群か知らないことを条件
としたことで先入観による評価への影響を排除でき、
信頼性のあるデータになったのではないかと考えま
す。消臭対策は単独では不十分と言われており、今
回は２つの方法を併用したことで、消臭効果がより
得られ、便処理が療養環境に及ぼす影響を軽減でき
たと考えます。またコスト的にも業務量としても負
担とならない方法であり、今後も継続可能な消臭対
策となりました。

結論

本研究では、

1.ほうじ茶ゲルの使用
2.排泄物の空気中への暴露時間を短縮させる
便処理方法の統一

ストーマ便処理時のベッドサイドの臭気レベル
が改善することが明らかになった

　本研究では、ほうじ茶ゲルの使用と排泄物の空気
中への暴露時間を短縮させる便処理方法の統一で、
ストーマ便処理時のベッドサイドの臭気レベルが改
善することが明らかになりました。
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