
市民公開講座、
第49・50回高齢者排泄ケア講習会

10/29（土）
市民公開講座が、
11/11（金）・３/25（土）
高齢者排泄ケア講習会
が開催されました。

ニュースソース概要
市民公開講座 「動ける身体で介護予防」

日　時 ： 平成28年10月29日（土） 14：00～15：45　会　場 ： イムズホール　参加者 ： 206名
司　会 ： 宮﨑 良春先生（特定非営利活動法人 福岡高齢者排泄改善委員会 理事長）
講　師 ： 武井 実根雄先生（原三信病院泌尿器科 部長）
　　　　田中 宏暁先生（福岡大学スポーツ科学部 教授）
共　催 ： 特定非営利活動法人 福岡高齢者排泄改善委員会、第29回日本老年泌尿器科学会
後　援 ： 福岡市、福岡市泌尿器科医会、福岡県泌尿器科医会、日本臨床泌尿器科医会

第49回 高齢者排泄ケア講習会　テーマ ： 認知症

日　時 ： 平成28年11月11日（金） 18：50～21：00　会　場 ： 福岡国際会議場　参加者 ： 67名
座　長 ： 服部 文忠先生（特定医療法人順和 長尾病院 理事長）
講　師 ： 那須 百合美先生（訪問看護ステーションおおはま 所長）
　　　　藤木 富士夫先生（原三信病院脳神経内科 部長）
共　催 ： 特定非営利活動法人 福岡高齢者排泄改善委員会、久光製薬株式会社
後　援 ： 福岡市泌尿器科医会、福岡市医師会、福岡県看護協会

第50回 高齢者排泄ケア講習会　テーマ ： 排尿管理

日　時 ： 平成29年３月25日（土） 15：00～18：00　会　場 ： アクロス福岡　参加者 ： 86名
座　長 ： 宮﨑 良春先生（特定非営利活動法人 福岡高齢者排泄改善委員会 理事長）
講　師 ： 野口 満先生（佐賀大学医学部泌尿器科学講座 教授）
座　長 ： 武井 実根雄先生（特定非営利活動法人 福岡高齢者排泄改善委員会 事務局長）
講　師 ： 木元 康介先生（独立行政法人労働者健康安全機構 総合せき損センター 泌尿器科部長）
座　長 ： 山口 秋人先生（特定非営利活動法人 福岡高齢者排泄改善委員会 副理事長）
講　師 ： 宮川 みどり先生（原三信病院看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師）
　　　　藤川 暢子先生（原三信病院看護部 科長）
共　催 ： 特定非営利活動法人 福岡高齢者排泄改善委員会、大鵬薬品工業株式会社
後　援 ： 福岡市泌尿器科医会、福岡市医師会、福岡県看護協会

多数のご参加ありがとうございました！
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動ける身体で快適な排泄を

スロージョギングでいつまでもお元気で

　排泄の問題は、それを司る臓器である膀胱や腸管のみ
に目を向けていては解決できない様々な要素を含んでい
ます。先ず身体が動かなければトイレに移動するのも一
苦労で、介護にかかわる家族や医療スタッフにとっても
大問題です。頻尿や尿失禁があればなおさらですが、そ
の原因となる過活動膀胱や男性に多い前立腺肥大症も、
最近ではいわゆるメタボがその発生に大きく関わってい
ると考えられるようになってきています。メタボの予防
や改善には当然運動が重要な要素です。高齢者に多い夜
間頻尿においても、隠れ心不全や睡眠時無呼吸などのメ
タボがらみの病気が関係するだけでなく、運動不足に
よる下肢の筋肉量の低下によって筋肉ポンプの機能が衰
え、日中下肢にたまった水分を心臓に戻せなくなり、夜
横になった時に下肢にたまった水分が尿になって大量に
出てきてしまうという事態を招いてしまいます。このよ
うな状態を改善するにも適度な運動は欠かせません。運
動をすれば睡眠障害が改善し夜間頻尿も改善することが
わかっています（図１．２）。しかし「適度な運動」とい
うのがどんなものか、医者も患者もわかっていないのが
現状だと思います。田中先生が提唱されるスロージョギ
ングは、誰でも自分の状態にあわせて取り組める、まさ
に最適な運動だと考えています。このように動ける身体
と快適な排泄は深い関係がありますので、田中先生のご
講演は大いに役立つと思います。

スロージョギング・スローステップで脳と身体が若返る
　筋量が衰え、体力とりわけ持久力が低下する！典型
的な加齢現象である。筋量の衰えは基礎代謝量の低下
を意味する。そして体力が衰え身体活動量が低下する
ので日常のエネルギー消費量が少なくなる。飽食の時
代であるからよほどダイエットに気をつけないとお腹
に脂肪が蓄積される。いわゆるメタボリックシンドロー
ムの該当者は40歳代に比べ70歳代の高齢者が男子で
1.8倍、女性で４倍にも達する。お腹の脂肪から慢性
炎症を引き起こすサイトカインが分泌され、高血圧、
糖尿病、脂質異常症、そして動脈硬化を引き起こす。
　一方、筋の不使用が筋からお腹の脂肪同様慢性炎症
を引き起こすサイトカインを分泌することがあきらか
になってきた。運動不足はお腹の脂肪蓄積と筋の萎縮
を招き、いずれの組織からも悪玉サイトカインが分泌、
ダブルパンチで健康が阻害されることになる。実は高
齢者ばかりでなく、現代社会で生きるわれわれは誰も
がお腹の脂肪蓄積と筋の萎縮を招きかねない。
　加えて、高齢者で気になるのは脳の衰えである。

運動不足と健康阻害
　運動不足が心血管系の疾患、がん、認知症を招くと

図１

睡眠障害に対する運動療法
ポイント

運動強度＊

●体力を維持もしくは増加させる。
●動脈硬化性疾患やメタボリックシンドロームの予防・治療効果がある。
●HDL-Cを増やし、TGを減らす。
●インスリン感受性を高める。
●ストレスを解消し、骨密度や脳機能を高め、QOLを改善する。

最大酸素摂取量＊＊の約50％

量・頻度 １日30分以上（できれば毎日）、週180分以上

種　　類 速歩、スロージョギング、社交ダンス、水泳、
サイクリング、ベンチステップ運動など

運動療法により夜間頻尿と睡眠障害が改善した

よりよい睡眠を得るためには、夕方のウォーキングなどの軽い運動が有効。
眠りが深くなることで、夜間の排尿回数の減少が期待できる。

夜間の排尿回数の変化
（回） （%）
4

3

2

1

0

効
果

印
象

0 20 40 60 80 100

3.3±0.7

1.9±0.8

p<0.001

運動開始前 ８週間後

夜
間
の
排
尿
回
数（
平
均
値
）

対象：薬物治療により夜間頻尿の改善のみ
　　　不十分な前立腺肥大症患者47例
方法：夕方30分以上のウォーキングを週３回
　　 以上８週間実施した30例の血圧、排尿
　　 回数、QOLスコアを測定し、運動前と比
　　 較した。

菅谷 公男ほか：排尿障害プラクティス18（1）：46,2010[L20110812004]

効果と患者の印象

著効 有効 やや有効 無効

眠りが深くなった その他

夜間頻尿に対する
夕方30分以上、
８週間のウォーキングの効果

図２

夜間多尿に伴う夜間頻尿の治療
ポイント

運動強度＊

生活指導 ●体力を維持もしくは増加させる。
●動脈硬化性疾患やメタボリックシンドロームの予防・治療効果がある。
●HDL-Cを増やし、TGを減らす。
●インスリン感受性を高める。
●ストレスを解消し、骨密度や脳機能を高め、QOLを改善する。

最大酸素摂取量＊＊の約50％

量・頻度 １日30分以上（できれば毎日）、週180分以上

種　　類 速歩、スロージョギング、社交ダンス、水泳、
サイクリング、ベンチステップ運動など

夜間多尿に伴う夜間頻尿の治療に夕刻の散歩と運動は取り入れられている

１．適切な飲水指導：水分の過剰摂取を是正
２．カフェイン、アルコールなどの過剰摂取を是正
３．塩分の過剰摂取を是正

行動療法 １．弾性ストッキング着用：細胞外に貯留した水分の血管内への移動
２．下肢を挙上した昼寝：細胞外に貯留した水分の血管内への移動
３．夕刻の散歩、運動、細胞外に貯留した水分の血管内への移動、睡眠促進
４．就寝前の入浴：発汗による水分の排泄、体温下降時に眠気が起こる
５．午前中の日光浴：メラトニン分泌促進

薬物療法 １．利尿薬（フロセミド）20～40mg：細胞外に貯留した水分の排泄を促す
２．抗利尿ホルモン（デスモプレシン）5～10μg：夜間尿量を減少させる
３．イミプラミン50mg眠前1回：夜間尿量減少
４．睡眠導入剤

武井実根雄：下部尿路機能障害へのアプローチ（後藤百万 編）。中外医学社、東京、2007、pp.152～159より改変転載  

いう疫学的証拠が十分揃ってきた。また適度な運動が
高血圧、糖尿病、脂質異常症の改善、心臓リハビリテー
ションに有効なこと、また乳がん、直腸癌、認知症の
予防に有効なことがあきらかになってきた。例えばア
ルツハイマーは海馬の萎縮によるが海馬の容量は持久
力の指標である最大酸素摂取量と関連する（図１）。し
かも最大酸素摂取量を高める有酸素運動で海馬の容量
が増すことがあきらかになった。しかし筋力、ストレッ
チ運動では効果がない。適度な運動とは中等度の全身
の有酸素運動である。

図１

最大酸素摂取量と海馬の容量

Erickson et al.；Hippocampus 19: 1030-1039, 2009

原三信病院泌尿器科 部長　武井 実根雄先生

福岡大学スポーツ科学部 教授　田中 宏暁先生

平成28年10月29日（土）
イムズホール

動ける身体で
介護予防

市民公開講座
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　表１に動脈硬化学会のガイドラインを示したが、運
動療法でこれだけの効果が証明されている。そして適
度な運動とは最大酸素摂取量の50%強度の全身運動で
具体的な運動例が示されている。ここで重要なことは
ウオーキングが入っていないことである。

表１

運動療法（日本動脈硬化学会治療ガイド2013）
ポイント

運動強度＊

●体力を維持もしくは増加させる。
●動脈硬化性疾患やメタボリックシンドロームの予防・治療効果がある。
●HDL-Cを増やし、TGを減らす。
●インスリン感受性を高める。
●ストレスを解消し、骨密度や脳機能を高め、QOLを改善する。

最大酸素摂取量＊＊の約50％

量・頻度 １日30分以上（できれば毎日）、週180分以上

種　　類 速歩、スロージョギング、社交ダンス、水泳、
サイクリング、ベンチステップ運動など

筋の衰え、部位により異なる
　全身の筋量は年とともに減少し、とりわけ60歳以後
加速する。しかし最近の研究でその影響は部位で異なる
ことがあきらかになった。例えば上肢の筋量はほとんど
加齢の変化がみられない。極めて興味深いことに大腿部
でも後面はほとんど変化はなく前面が著しく低下する

（図２）。大腿部の前面は膝を伸ばす筋である。そのほか
臀部の筋。背筋、腹部の深部にある大腰筋が顕著に萎縮
する筋群である。減らない部位はふだんからよく使って
いる筋群、たとえば上肢は若者と同じように使うであろ
うし、またウオーキングで大腿後面はよく使われている。
しかし萎縮する筋群は全てランニングの時、あるいは階
段を上る時に使われる筋群である。

図２
福永たち、2003を改変

筋厚の加齢変化
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　人類の歴史は20万年、１万年前まで狩猟採集で生き
てきた。数年前にBBCが現存する狩猟採集民族のカラ
ハリ族の狩猟をルポしている。４−５時間獲物を探し
回り（歩いて）、見つけるとランニングで追いかける。
延々４−５時間、熱中症で倒れるまで草食動物を追い
かけようやく狩りが成功する。こうして食料を得て生
きながらえたのである。つまり、人類は走ることがで
きるように進化したから生きながらえたと言える。飢
餓と労働に強い遺伝子を持った我々である。ブランブ
ルとリーバーマンは2004年にNature誌に“ヒトは走
るように進化した”との論文を発表している。農耕、
牧畜が始まった以後もつい最近まで急ぐため走ること
は日常茶飯事であったにちがいない。
　図３は福岡市内の最も古い小学校の一つである原小学
校の通学距離の変遷を示したものである。明治初期遠方
の子供の通学距離は6.3km、しかもなんと1970 年まで
変わらず、その後10年かけて急速に短くなり、1980年
以後は今２km 弱である。つまり1970年までこの遠い

道のりを自分の脚で通ったのである。大人も同じ、しか
も今と異なり、街頭も少なかったにちがいない。当然急
ぐために走ることは日常茶飯事であったであろう。

図３

小学校の通学距離、校区面積の変遷
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　加えて車社会の到来。急ぐことはすべて車に置き換
えた。つまり走るように進化したヒトが走らなくて済
む社会に生存するようになったのである。

スロージョギング・スローステップ
　適度に運動するとたとえ高齢者でも心臓機能が高ま
り、骨格筋のミトコンドリア機能が高まることが明ら
かになっている。それらの機能の低下がもろもろの生
活習慣病の発症に関わることが明らかになっている。
適度とは一体どのような刺激か、私たちはこのことを
明らかにする研究を進めてきた。強度でいうと最大酸
素摂取量の50%強度である。この強度であればニコニ
コ笑顔を保てて持続できるのでニコニコペースの運動
と名付けた。この強度はよほどの虚弱者でない限り、
通常のウオーキングでは得られない。だから急歩にな
らざるを得ない。しかし歩くような速さで走るとだれ
でも楽々走れてたやすく最大酸素摂取量の50%強度に
到達してしまう。図４はウオーキングスピードでのス
ロージョギング時のエネルギー消費量を安静時の何倍
かで示したものである（Mets）。
　同一速度のウオーキングに比べ著しくエネルギー消
費量が多い。しかし運動のきつさ（RPE）はウオーキ
ングと変わらないのである。つまり歩くような速さで
のスロージョギングで楽々エネルギー消費量を稼げ、
肥満治療に有効な運動になる。

図４

ウオーキングとランニング

発見
時速６km以下ではウオーキングに比べラ
ンニングはエネルギー消費量が多いにも
関わらず、運動のきつさは変わらない！

歩く速さのスロージョギングで楽々エネ
ルギー消費量を多くすることができる！

北嶋たち2015

　なぜきつさがかわらないのか？興味深い。わたしは
走る様に進化したからと答えたい。だれでもたとえ 90
歳代の高齢者でもスロージョギングであれば楽々走れ
る。また20cmの台を上り下りするスローステップも
スロージョギングと同じ仲間の運動である。すると最
大酸素摂取量が高まり、筋量が回復してくる。まさし
くアンチエージングである。

03News Letter vol.12



在宅における認知症高齢者の
排泄管理について

１．はじめに
　高齢者人口の増加により認知症の人が増加し、在宅
だけでなく、施設や病院においても認知症の症状であ
る行動・心理症状への対応など様々な問題を抱えてい
る。認知症になっても、住み慣れた家や地域で健康の
維持・回復を図り、最期までその人らしい暮らしを続
けるためには、援助者が認知症ケアについて理解し、
利用者の立場にたった支援について多職種で考え、チー
ムで協働し関わることや、地域の人々による支援も必
要であり、地域のネットワークづくりが重要である。

２．我が国の認知症施策と地域での取り組み
　認知症に対する国家戦略として「新オレンジプラン」
があり、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み
慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることが
できる社会の実現を目指すための７つの柱として、「認知
症の理解を深めるための普及・啓発の推進」「認知症の容
態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供」「認知症の
人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進」などがあ
る。地域住民や企業、銀行、消防、警察、小中高等学校
などを対象とした認知症サポーター養成講座の開催や認
知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報
を共有し、お互いを理解し合う認知症カフェなどの設置
が推進されている。福岡市では、九州大学病院や福岡大
学病院が認知症疾患医療センターとして、市内各区の認
知症サポート医や認知症相談医、患者かかりつけ医相互
の連携により、認知症の早期発見から早期治療の流れを
整備し、だれでも地域の身近なところで、適切な治療を
うけられるように総合支援体制がつくられている。

３．認知症ケアの視点
　認知症ケアの考え方に、イギリスのトム・キットウッ
ド氏が提唱した「パーソンセンタードケア」がある。パー
ソンセンタードケアとは、「認知症だから…」とか、「問
題行動がある人」という偏見や先入観で捉えるのではな
く、その人個人に焦点をあて、その人の個別性や尊厳に
配慮したケアをしていこうという考え方である。認知症
の症状には中核症状（認知機能障害）と行動・心理症状

（BPSD）があり、排泄の失敗（失禁など）の原因として、
中核症状である見当識障害や実行機能障害、失行・失認
などがある。行動・心理症状は、認知機能障害を背景と
して生じる知覚、思考、気分、行動の障害による症状で
あり、認知症の人すべてに起こる症状ではなく、物理的
環境（音・陰など不適切な環境刺激）、社会的環境（不安、
孤独、ストレス、プライドの失墜など）、ケア・治療環境

（水分・電解質管理、便秘、発熱、身体症状、薬の副作
用、ケア提供者の不用意な言動など）が誘因となってい
る。認知症の人の「その人らしい生活」の実現のためには、
人的、物的、社会的環境に何らかの影響を受けていない
か認知症の人を多角的かつ総合的に捉え、表面上の言動
だけを切り取ってその人を見るのではなく、その人の「生
活史」を知りながら、医学的理解や心理的理解など様々
な視点からその人を捉え、全人的な理解が必要になる。

４．訪問看護による支援内容
　認知症の人への訪問看護の支援として、❶認知症によ
る生活障害から起こる健康障害の早期発見と予防 ❷服
薬管理 ❸認知症によって起こるセルフケア能力の低下
を予防する ❹安心した環境の調整 ❺家族や介護者への
支援 ❻チームケアと多職種連携がある。認知症の人は、
本人での体調管理や服薬管理が難しいため、主治医、薬
剤師、訪問介護などの多職種や家族と連携しながら体調
管理や服薬管理を行っている。認知症の人の生活リズム
などに合わせて、内服時間や内服回数を調整、薬剤の一
包化や日付記入、訪問薬剤指導などを利用し飲み忘れや
飲み間違いを予防している。チームケアにおいては、担
当者会議などで各担当者が情報を共有し共通認識を持ち
関わることや、在宅カルテ、体調管理表などを活用し、
食事や排泄など日常生活状況を把握し食事指導や排便調
整などを行うことで安定した療養生活に繋がっている。
在宅移行支援としては、退院前カンファレンスに参加し、
主治医、医療ソーシャルワーカー、病棟看護師、理学療
法士、ケアマネージャーなど多職種と協働し、退院後の
生活を具体的にイメージしながら、生活面での指導や介
護ベッドなどの福祉用具の手配、医療処置が必要な場合
は、医療材料の手配などについて話し合い、退院後も安
心して療養できるように支援している。

５．まとめ
　認知症の人がその人らしく安心して暮らすためは、❶
認知症の人の行動の背景を多面的に捉えること ❷認知症
の人の視点で考えること ❸認知症の人の思いや好きなこ
と・やりたいことを尊重すること ❹認知症の人が安心で
きる環境を整えること ❺可能な限り認知症の人の状況に
合わせた柔軟な対応を行うことが必要である。誰もが「自
分らしく生きていきたい」という欲求を持っており、そ
れは認知症の人も私達も同じであり、援助者である私達
も周囲に受け入れられ、尊重されているという気持ちを
常に持ちながら支援していくことが大切である。

訪問看護ステーションおおはま 所長　那須 百合美先生

　

平成28年11月11日（金）
福岡国際会議場

テーマ ： 認知症

第49回
高齢者排泄ケア講習会

その人個人に焦点をあて、個別性や尊厳に配慮したケア
認知症介護指導者資料より

認知症ケアガイドブック2016より引用

パーソン・センタード・ケア

「その人を中心にしたケア」

パーソンフッド

「その人らしさ」

認知症の症状と環境との関係　

記憶障害
見当識障害
意欲・気力の障害
感情の障害
失語・失行・失認
自己決定の障害など

物 理 的 環 境：不適切な環境刺激（音、光、陰、風、空間の広がりや圧迫など）
社 会 的 環 境：不安、孤独、恐れ、抑圧、ストレス、無為、プライドの失墜
ケア・治療環境：水分・電解質管理、便秘、発熱、身体症状（痛み、かゆみなど）、
　　　　　　　薬の副作用、ケア提供者の不用意な言動など

環境
要因

中核症状（認知機能障害） 行動・心理症状（BPSD）
徘徊　異食　暴言　暴力　作話など
不安　焦燥　幻覚　妄想など

破局反応（パニック）

不穏、乱暴、大声など

誘
因

誘
因
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明日は我が身の認知症

　刻々と老いる我が身の変化をそれほど恐れはしない
のに、認知症の何を恐れるのか？「認知症」と言葉の
色をつけ、晒

さ ら

した果てにその絶望を恐れるのだろうか？
色をつけ見てしまったものを今さら見えないと言えな
いなら、「生きる一つのかたち」と目を伏せた方がいい
のではないか。老いも病

やまい

も自分の力の及ばない世の理
ことわり

、
付き合うしかない。耳が悪くなったら補聴器、膝が悪
いなら杖、目が悪いなら眼鏡をかけるように、淡々と
付き合って行くしかない。知恵がある故の恐れなら、
知恵で落としどころを探すしかない。

【知るということ】
　台風情報のように事前に知ることで難を逃れること
ができる。認知症は治せないけれど、「知ること」で、
より楽な付き合い方が見つかる。眼鏡ほど満足度の高
いものではないけれど、この積み重ねは馬鹿にできな
い。

【認知症と付き合うための我々の道具（武器）】
　上手に付き合うための我々の道具は、連携し助け合
うことである。医療保険や介護保険の枠組みのなかで、
ケア、リハビリ、薬物療法がその柱となる（スライド 1）。

スライド１

付き合う（戦う）ための道具（武器）
支え合い（連携）

医療保険 介護保険

１）ケア　２）薬物　３）リハビリ

【道具１、ケア】
　介護保険を利用したケアの大まかな理解は必要であ
る。どのような社会資源があり、どのように利用する
かの仕組みは知っているほうがいい。例えば、将来の
自分が利用するかもしれない施設にはどのようなもの
があるのか（スライド 2）などである。認知症に伴う
行動・心理症状、いわゆる問題行動への対応を知る（ス
ライド 3）ことが、明らかに介護者負担軽減につなが
るということも報告されている。

スライド２

ＡＤＬと費用負担に応じた施設選択
自立 要支援 要介護

2014の概数

高

費
用

低

有料老人ホーム（介護付き） 登録：22万戸

有料老人ホーム（住宅型） 登録：17万戸

サービス付き高齢者向け住宅（サ高住） 登録：16万戸

認知症グループホーム

ケアハウス（介護型）

ケアハウス（一般型）

｛
老人保健施設（老健） 定員35万人

介護療養型医療施設介護保険3施設 定員7万人

特別養護老人ホーム
定員54万人要介護≧3

スライド３

問題行動に対する対応
介護者に対して
●問題行動は脳の破壊が原因
　という理解
●問題行動には原因がある
●問題行動は永遠に続かない
●急な出現は、副作用や内科
　的原因など検討

患者に対して
●いきなり修正しない
●言葉や行動を受け入れる
●時には言葉や行動に沿って
　演技
●自尊心を傷つけない
●気分転換をはかり、その原因
　を忘れさせる

【道具2、薬物】
　治療の原則は、「良いことをして、悪いことを止める」
ことである。認知機能にとって悪いと思われる薬剤をまず
は止める。安定剤や眠剤の長期服用は、その薬を止めても
元通りの脳の働きに戻る保証はない、抗アレルギー剤や過
活動膀胱の薬（抗コリン作用を有する作用のある薬物）も
また同じく、止めても脳に影響を残すことが言われ始めて
いる。胃薬、前立腺のホルモン剤など一見すると脳に無関
係の薬剤もまた影響があるなどもある。口から取り入れる
ものには、自分なりに注意を払うべきである。
　正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫など治るとされている
認知症がある。一方、薬物療法には、アルツハイマー病
やレビー小体型認知症など一部の変性疾患に限られたも
のしかなく、その効果もまた微力である。著効する例も
あるが、効果が見えないことの方が多い。さらに疾患が
違えばその治療は効果がないばかりか害になる。疾患が
重複することも度々経験することであり、経過を観察し
ながらの作業となる。単に物忘れを主体とした認知機能
の問題から、排泄障害や歩行障害など身体機能の障害ま
で多くの諸症状が存在する。個人の問題のみならず、社
会的問題を内包する規模であるがゆえに多くの知恵が必
要となる。ここに連携の妙がある。

【道具3、リハビリ】
　認知症のリハビリとは、残存能力を活用し、生活を再
構築し、廃用を防ぐことに集約される ( スライド４)。「見
る」、「話す」、「触る」、「立つ」というユマニチュードの
原則は、人との「絆」の重要性を強調している。「誰から
も必要とされないと感じることは不幸」といった偉人が
いた。明日の我が姿に、そんな思いはさせてはならない。
　他人事ではなく、明日の自分の姿かもしれないとい
う想像が、より良い付き合い方を模索することにつな
がると信じたい。

スライド４

脳活性化リハビリの5原則（山口、2010）

１．快刺激

２．褒める

３．コミュニケーション

４．役割を演じる

５．誤らない支援

→ 笑顔

→ やる気

→ 安心

→ 生きがい

→ 成功体験

楽しい雰囲気が心地いい

褒めるは報酬であり、意欲がでる。
認知症は褒められることが少ない

失敗や周囲の理解不足による
疎外感や孤独感から守る

生きるためには日課（役割）が必須である

日課が出来るように最低限の支援をする、
失敗させないように支援する

原三信病院脳神経内科 部長　藤木 富士夫先生
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要支援・要介護者への
“排尿介護”

　加齢による排尿トラブルは必発で、超高齢社会にお
いて、適切な排尿管理・ケアは身体的問題のみならず
人間の尊厳の問題にかかわる。不適切な排尿管理・ケ
アは生きる意欲までも奪い、寝たきりや認知症の進行
が懸念される。最近では、排尿トラブルは気分障害や
うつ病発症と関連することも報告されている。しかし
ながら、癌診療や先進医療などと比べ排尿に関わる医
療は立ち遅れており、今後ますます増える要支援・要
介護者に対する排尿介護の対策と予防は急務である。
この排尿介護の充実のために、以下の５項目をポイン
トとして提案したい。
❶排尿管理・ケアに関する情報発信と共有
　 在宅あるいは老人健康施設等での介護を行う場合、

排尿ケアに関する情報が充実しているわけではない。
このため、在宅、老人健康施設等で介護支援に携わ
る方々へ、正しい排尿管理・ケアの情報を発信し、
利用してもらうことが重要と思われる。これにて介
護者の労力を減らし適切な排尿ケアをしていただく。
❷専門医との連携
　 一般病院、診療所において、排尿に関わる専門の医

療スタッフがいることは少ない。このため、排尿管
理の専門医と一般医家、コメディカルの方々との連
携を構築し、効率的な手厚い排尿管理・ケアを提供
する。
❸排尿管理・ケア修学の場の提供
　 排尿介護を進めていくうえで、排尿管理・ケアを学

ぶ場の提供は必須である。セミナーや勉強会の開催
も必要であるが、時間の制約などで参加できないこ
とも多い。このことから、我々は「NPO みんなの排
泄ケアネット」を立ち上げWebを使った修学システ
ムを提供している。これであれば、時間の制約もな
く利用していただくことができる ( スライド１)。

スライド１

●腎機能障害の防止　●尿路感染症の防止　●尿失禁の防止

❹排尿管理・ケアに関わる周辺整備
　 排尿介護のためには、排尿補助具をはじめ、衣服や

トイレ環境、トイレへの移乗などの事項も欠くこと
はできず、個々の対策が必要である ( スライド２)。

スライド２

トイレ室内と便器
スペースの検討
●介護者が入れるか　　●側壁の手すり等の設置と便器の位置関係
●杖の置き場所　　　　●車いすで進入し、便座に移動可能か
●便座の高さは適切か　●お尻ふきの時に危険はないか

❺排尿障害の予防
　 排尿管理・ケアに並行して、排尿障害の予防を進め

ることも忘れてはいけない。年齢的変化はいたしか
たないものの、メタボリック症候群と排尿障害が密
接に関係していることから、生活習慣の是正は排尿
障害の予防と是正に貢献する ( スライド３)。

スライド３

●食生活の改善　
　過食の是正、減塩

●禁煙、健康的なアルコール摂取　　●運動
メタボのコントロールで排尿も正常化

　以上、５つのポイントが排尿介護に寄与するものと
思われる。　

佐賀大学医学部泌尿器科学講座 教授　野口 満先生

平成29年３月25日（土）
アクロス福岡

テーマ ： 排尿管理

第50回
高齢者排泄ケア講習会

「神経因性膀胱」の排尿管理

　「神経因性膀胱」とは、下部尿路機能を制御している
中枢から末梢に至る神経経路に発生した異常に由来す
る下部尿路機能障害の総称である。実は「神経因性膀
胱」の診断基準は存在しない。あえて診断基準を作る
とすれば、神経疾患の診断が確定している患者に下部
尿路機能障害が併存し（下部尿路症状が他の神経症状
に先行する場合もある）、その神経疾患が原因で下部尿
路機能障害が起こることが、疫学的にも病理学的にも

生理学的にも明白であること、となる。脊髄損傷患者
では、損傷と同時に尿閉となり（時間的な一致）、MRI
で脊髄損傷が証明され（画像による裏付け）、第二次世
界大戦以前は多くの脊髄損傷患者が尿路障害で死亡し
ていた（疫学的証拠）ことから神経因性膀胱と診断す
るのは容易である。しかし、下部尿路症状を主訴とす
る一般泌尿器科外来の患者を、正しく神経因性膀胱で
ある、逆にそうではないと診断することは非常に困難

独立行政法人労働者健康安全機構 総合せき損センター 泌尿器科部長　木元 康介先生
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膀胱留置カテーテル管理について

　膀胱留置カテーテルを留置する場合、身体的苦痛・
羞恥心を伴う。そのような患者に対し私たち看護者は
不安苦痛を少しでも軽減できるよう配慮する必要があ
る。そのためには、膀胱留置カテーテル留置を行う場
合は技術的、精神的にも配慮した高度なケアの提供が
求められる。
１）�留置前のアセスメント：リスク、必要性などを十

分にアセスメントを行う
２）�留置の実際：カテーテルを挿入していく解剖を十

分理解し安全、安楽な手技を実施する
３）�留置後のケア：留置によるトラブルを起こさない

ような固定法、取り扱い（感染防止）、清潔ケアが
重要である。

原三信病院 看護部科長　藤川 暢子先生

である。そのため、原因が明らかでない下部尿路機能
障害に、安易に「神経因性膀胱」という診断名がつけ
られている実例を多くみる。
　神経因性膀胱の排尿管理（治療という言葉は馴染ま
ない）の目標は、❶生命予後に関わる腎機能障害の防
止、❷生命予後にも関わるし、入院等コストの問題で
もある有熱性尿路感染症の防止、❸QoLとコストの問
題である尿失禁の防止である。❶の達成のためには、
清潔間欠自己導尿（CIC）が基本である。それに加え
て、排尿筋過活動の抑制やコンプライアンスの改善目
的で抗コリン剤を併用することが多い。CIC を行うに
は、上肢機能がある程度温存されていること、座位を
保持できること、女性の場合開脚が可能なこと、など
の身体的条件に加え、モチベーションも大きな要因で
ある。❷の達成のためには、CICの適切な回数の実施（１
回導尿量が 400mlを超えない）が欠かせないが、有効
な予防法は存在しない。発熱した場合には、尿路感染
症を念頭に起き、必ず検尿／尿培養を行うべきである。
❸の達成のためには、抗コリン剤が中心となる。非神
経因性の過活動膀胱に使用する量より多くの量を必要
とする。したがって、副作用は強くなる。３大副作用
であるドライマウス、便秘、認知機能障害対策への対
応を考えておく。ドライマウスに対しては、口ゆすぎ、
歯磨き励行、人工唾液の使用。多くの患者は、神経因
性大腸機能障害も合併しているので、便秘は必発と言っ
てよい。これに対しては、食物繊維の多い食事、緩下剤、
洗腸（新器具の治験実施中）。認知機能障害の把握に関
しては、ACB（抗コリン剤認知機能負担）スコアをつ
けて、リスクを把握し、日常診療での会話から、早め

に異常を見つけ、薬剤の中止を検討する。
　管理方針決定に当たっては、Shared Decision Making
の考え方で臨む。その際に参考になるのがMindsのモバ
イルサイト（無料）の「脊髄損傷における排尿障害の診
療ガイドライン」のCQ一覧である。神経因性膀胱全般
に当てはまることが多いので利用していだたきたい。

スライド１

NBの尿路管理の目標

●腎機能障害の防止　●尿路感染症の防止　●尿失禁の防止

スライド２

スライド１

カテーテル挿入
●亀頭部を支え尿道口をイソジン等で消毒。（尿道口を中心に外に向かって）
●包茎の場合は冠状溝が出るまで亀頭を露出。
●陰茎を垂直に保持し上に引っ張り気味に持ち上げる。
●潤滑液またはゼリーを十分に塗布したカテーテルをゆっくり挿入。
●抵抗がある場合は無理をせず泌尿器科医へ。
●留置終了後は必ず包皮を元に戻す。

男性編

スライド２

カテーテル挿入のテクニック

引っ張る
陰茎を上に（頭の方）
持ち上げるように引っ張り
カテーテルを挿入する

07News Letter vol.12
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平成29年度 高齢者排泄ケア講習会のご案内

講習会 受講申込方法

第51回高齢者排泄ケア講習会
会　場 ： JR博多シティ　テーマ ： 移乗･移動、排尿治療
日　時 ： 平成29年５月20日（土） 14:50～16:40
参加費 ： 1,000円

第52回高齢者排泄ケア講習会
会　場 ： 福岡国際会議場　テーマ ： 排便管理
日　時 ： 平成29年８月18日（金） 19:00～20:45
参加費 ： 1,000円

● 必要事項①所属施設名・住所（施設に所属していなければご自宅の住所で結構です） ②氏名（ふりがな）
　 ③電話番号 ④「第●回講習会受講希望」と明記のうえ、ハガキもしくはFAXにて下記事務局までお申込ください。
　 申込締切日と募集定員については別途ご案内いたします。講習会前に先着順に入場券を送付します。
　 入場券がお手元に届かない場合はお申込が受付けられておりませんので、下記事務局までご連絡ください。
● 入場券がない場合は受講できないことがあります。
　 当日の申込は参加者が多い場合には受付けできませんのでご了承ください。
● 当委員会ホームページ（http://fukuokahaisetsu-net.org/）でも申込を受付けておりますので、ぜひご覧ください。
● 締切日以降は、お電話にて直接お問い合せください。締切日前でも定員になり次第、締め切らせていただきます。
● お申込によりご提供いただく個人情報は、講習会の出欠確認および今後の活動のご案内以外の目的で
　 使用されることはありません。

第53回高齢者排泄ケア講習会
会　場 ： KKRホテル博多
テーマ ： 感染対策、過活動膀胱、スキンケア
日　時 ： 平成29年11月17日（金） 19:00～21:00
参加費 ： 1,000円
第54回高齢者排泄ケア講習会
会　場 ： 未定　テーマ ： 認知症 他
日　時 ： 平成30年２月or３月土曜日 15:00～18:00
参加費 ： 2,000円

※都合により、日程・会場などが変更になる場合があります。ご了承ください。

原三信病院における
排尿自立ケアチームの取り組み

　排尿自立とは、「尿道留置カテーテルを１日でも早く
抜去し尿路感染を防止するとともに、排尿自立へ導く
ことである。排尿方法は問わず、自力で排尿管理が完
結できること」なぜ必要であるのか、❶人間として尊
厳を守る ❷ ADL の維持・増進をもたらす ❸寝たきり
減少につながるといわれている（創傷・オストミー・失
禁管理学会より）
　尿道カテーテル留置中の方々が排尿自立へのステッ
プを踏めるのであればその方の QOL を向上するために
も排泄ケアは必要である。当院では排尿自立指導料算
定開始に伴い排尿ケアチームを立ち上げ、カテーテル
抜去後の排尿障害のある患者に対する排尿ケアの提供
を開始した。
　当院での排尿ケアチームの取り組みとして、排尿チー
ムの構成メンバーは泌尿器科医師、理学療法士、調整
看護師、病棟リンクナースで構成し、排尿チームの活
動として週１回の排尿ラウンドを行い直接患者様と面
談を行っている。
　排尿ラウンドのための情報収集として、患者様を抽
出するにあたり既往歴などから排尿障害が予測される
患者様に対して診療計画書を作成する。実際抜去後は
排尿日誌、残尿測定を開始し、排尿状態の把握を行う。
排尿自立ケアの該当患者に対しては、看護計画を病棟
看護師と共に立案して実践している。ケアの評価は毎
週１回行っている。

原三信病院 看護部 皮膚排泄ケア認定看護師　宮川 みどり先生

スライド１

排尿自立とは
●排尿自立とは、尿道留置カテーテルを1日でも早く抜去し尿路感染を防止
　するとともに、排尿自立へ導くこと
●排尿方法は問わず、何らかの方法で自力で排尿管理が完結できること

一般社団法人日本創傷・オストミー・失禁管理学会編：
平成28年度診療報酬改定「排尿自立指導料」に関する手引きより

スライド２

排尿ケアチーム運用体制

●週1回排尿ラウンド
●患者と面談、計画の再評価
●排尿チームと病棟看護師との
　協働でなければ算定できない

排尿ケアチームリーダー（泌尿器科医師）

理学療法士 当該患者の主治医調整看護師

病棟看護師

病棟看護師リンクナース
(WOC委員）

病棟
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