
10/28（土）
市民公開講座が、
11/17（金）・３/24（土）
高齢者排泄ケア講習会
が開催されました。

市民公開講座、
第53・54回高齢者排泄ケア講習会

ニュースソース概要

第53回 高齢者排泄ケア講習会　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　会　場 ： KKRホテル博多　参加者 ： 54名
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 ： 小林 加奈江 先生 （福岡大学病院 感染制御部 感染管理認定看護師）
　　　　西野 好則 先生 （医療法人好誠会 西野クリニック 院長）
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54回 高齢者排泄ケア講習会　テーマ ： 排尿自立に向けて

日　時 ： 平成30年３月24日（土）14：50 ～ 18：00　会　場 ： 福岡国際会議場　参加者 ： 83名
座　長 ： 栁迫 昌美 先生 （原三信病院 看護部長）
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）
座　長 ： 武井 実根雄 先生 （原三信病院泌尿器科 部長）
講　師 ： 高橋 良輔 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 副部長）
座　長 ： 関 成人 先生 （九州中央病院泌尿器科 部長）
講　師 ： 山下 博志 先生 （まえばる泌尿器科クリニック 院長）
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！

市民公開講座 「便秘・夜間頻尿でお悩みの方へ」

日　時 ： 平成29年10月28日（土）14:00～16：30　会　場 ： イムズホール　参加者 ： 284名
司　会 ： 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 理事長）
講　師 ： 壁村 哲平 先生 （福岡市医師会成人病センター 院長）
　　　　曽根 淳史 先生 （宮津康生会宮津武田病院 院長）
共　催 ： 特定非営利活動法人福岡高齢者排泄改善委員会、アステラス製薬株式会社
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
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　厚生労働省による国民の便秘症は、若年層では女性
優位であり、高齢者では性差無く増加し有訴者率は10
数パーセントと報告されている。近年の研究により、
機能性（慢性）便秘症は生活の質（QOL）の低下が顕
著であることに加え、便秘症は心血管障害死により生
命予後が優位に短縮するとの注目すべき報告がなされ
ている。2017年に本邦で初めて慢性便秘症のガイド
ラインが発表され、便秘とは“本来体外に出すべき糞
便を十分かつ快適に排便できない状態”と定義され、
排便回数の減少、硬便である便形状、便排出障害など
症状をあげ、器質性原因の除外のための検査や治療の
必要性が謳われて、慢性便秘症が生活習慣病の一症状
としての理解と積極的な対応が期待されている。
　今回の講演では、便形成過程や大腸の役割、さらに
腸内細菌叢に最近の話題を提供し、便秘症の治療は排
便にあるのでなく、便を作り出すこと“育便”の重要
性を解説した。

図１

大腸は腸内細菌叢を保持する臓器

食物
6大栄養素

口

腸肝循環 小腸：消化・吸収
　　　　5大栄養素　

大腸：腸内細菌による代謝
　　　食物線維（第６の栄養素）

便・おなら
■ 腸内細菌が大腸外に漏れ出ない
■ 有益な腸内細菌を持続的に育てる

種類　1000種類  100兆個以上　
総量　1～1.5Kg
善玉菌：悪玉菌：日和見菌　2：1：7
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直
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腸内細菌叢

　私たちが摂る食物は、小腸までに食物の５代栄養素
（炭水化物、脂質、たんぱく質、ミネラル、ビタミン）
は消化吸収され、大腸内には第６の栄養素である食物
線維（特に難消化性炭水化物）が等張液の状態で運ば
れる ( 図１)。そのため、食物線維の摂取が少なければ
大腸内に流入する腸液は少なく糞便形成も減少し、十
分量の摂取であれば十分な腸液が大腸内に流入し十分
量の糞便が形成される。従来、大腸の役割は単に糞便
の貯蔵庫と考えられていたが、現在では 100 兆個以上
の豊富な腸内細菌が棲む臓器と考えられている。私た
ちは腸内細菌に棲みよい環境を提供し、棲んでいる腸
内細菌から様々な有益な働きを受ける共生関係である。
私たちの誕生後より腸内細菌群は外部環境の変化に敏
感に影響を受け、私たちの免疫力を活性化し、脳神経
系も含め身体の成長や多くの機能をコントロールして
いる。腸内細菌の種類や割合は、一人ひとり違いがあり、
私たち個人の性格や感情・活動性、さらに老化にも大
きく関わることが明らかとなっている。一般的に有益

な腸内細菌群を善玉菌と総称し、良い共生関係は善玉
菌を増やし悪玉菌を減らす状態であり、善玉菌の餌と
なる食物線維や発酵食品の継続的な摂取が必用である。
糖質や脂質を中心とした食事では善玉菌の増殖は抑制
され、悪玉菌が増殖し、腸内ガスの発生や有害物資が
多く産生され、腸運動の低下や黒っぽい硬便が生じ便
秘となる。さらに有益な代謝物の産生や免疫機能が低
下し、腸内細菌が腸から漏れ出す状態や肥満・糖尿病
などの生活習慣病や癌・アレルギー疾患・自己免疫疾
患など全身疾患をきたす状態を招き、生命予後にも関
わる。善玉菌増加を促す食物線維や発酵食品の摂取は、
十分な糞便が形成され、黄金色でバナナ状の最適な便
となり、生活習慣病なの予防に繋がる。

育便 と 排便力
■ 食物繊維・発酵食品・オリゴ糖の摂取量を増やす

■ 腸の自然な動き・働きを促す、便意をつける

■ 排便する筋力をつける・落とさない

しっかり朝食をとる（食物繊維・発酵食品）
1日の平均野菜摂取量 
目標食物繊維量

規則正しい生活をする
刺激性下剤の減量・屯用・中止
排便習慣をつける（朝食後の新レシカルボン坐薬）
短時間(5分以内）の排便時間

腹部インナーマッスル強化　　
ウオーキング

理想の角度35度

350g
M/F 19/17g 以上

図２

　便秘治療の基本は、食生活の見直しと身体的活動（育
便と排便力）である（図２）。厚生労働省の食物線維の
１日の目標摂取量は男／女：19g／17g 以上であり、
味噌やヨーグルトなどの発酵食品の積極的な摂取も重
要で、日本栄養学会は具沢山のお味噌汁を中心とした
１汁３菜を基本とする和食を推薦している。身体的活
動は排便力の維持のため大切である。排便姿勢は和式
トイレの姿勢（ロダンの考える人の姿勢：背中と大腿
の角度35度）が適切である。
　便秘症治療は、大腸癌などの器質性疾患を除外し、
緩下剤等の利用は補助的であり、単に排便を促すこと
ではない。治療中の病気や内服薬の影響はかかりつけ
医と相談され、食生活や運動習慣を通し育便（図３）
から生涯快便生活を希望する。

目標とする便の状態　（育便）

適切な排便は 健康的な身体を生む　
便秘治療　⇒　排便でなく　育便

ブリストル便スケール４
■ 1日1便（1日2回～2日に1回）
■ 1日の便量150g　（たまご3個分　NHKのマーク）
■ 黄金色でバナナ状・ソーセ－ジ状
■ 水に浮く　または　ゆっくり沈む　（植物繊維が豊富）
■ 力まず排便可能

図３

福岡市医師会成人病センター 院長　壁村 哲平先生

　

育便から
生涯快便生活を目指そう

平成29年10月28日（土）
イムズホール

便秘・夜間頻尿で
お悩みの方へ

市民公開講座
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　夜間頻尿とは夜間睡眠中に１回以上排尿のためトイ
レに行き、そのために不眠になったり、排尿に不快感
があったりするものを指します。トイレに行っても排
尿に不快感なく、睡眠にも影響を及ぼさないものは治
療の対象とはなりません。実際に治療の対象となる人
は夜間に排尿に行く人の約60％くらいです。夜間頻尿
には大きく分けて３つの原因があります（図１）。

図１

夜間頻尿の病態と治療

3つの原因を包括的に治療（ケア）する姿勢が大切

●糖尿病, 尿崩症, 多飲
●うっ血性心不全
●腎不全
●高血圧
●睡眠時無呼吸症候群
●下肢浮腫　など

前立腺肥大症
過活動膀胱、
間質性膀胱炎多尿・夜間多尿

●不眠症
●うつ病
●睡眠時無呼吸症候群
●周期性四肢運動障害
●むずむず脚症候群　など

睡眠障害

膀胱蓄尿障害

　膀胱蓄尿障害は前立腺肥大症や過活動膀胱に代表さ
れる泌尿器科の下部尿路系の疾患が原因です。多尿・
夜間多尿は糖尿病や心不全、腎不全、高血圧、睡眠時
無呼吸といった全身疾患が原因で、生活習慣病と大き
くかかわっています。睡眠障害は中途覚醒や早朝覚醒
による覚醒後の頻尿や特に高齢者ではさらに長時間睡
眠といった問題点もあります。
　この３つの原因はそれぞれ独立したものではなく複
雑に絡み合っており、中には３つとも原因として持っ
ている人もいます。この３つの原因を簡単に鑑別でき
る有意義な方法が排尿日誌（図２）です。

図２

排尿日誌と採尿カップ

当院で使用している
採尿カップと排尿日誌

　前立腺肥大症や過活動膀胱といった下部尿路疾患の
場合、今はたくさんよい薬が出ていますし、手術も内
視鏡でほぼ完治できる時代になっていますので、対処
法は比較的明確です。一般にはこのような下部尿路疾
患が原因として一番多いと思いがちですが、排尿日誌
からみると高齢者の夜間頻尿の原因として最も多いの
は実は夜間多尿なのです。当然、排尿に関係する薬剤
は多尿の患者さんには無効です。多尿になる原因の一

番は過剰飲水です。たくさん飲水すると血液がサラサ
ラになると思い込み、たくさん水分を取り夜間睡眠中
に約 1000ml もの尿を出している高齢者がたくさんい
ます。１日の標準尿量は1500ml前後であり、夜間睡
眠中尿量は約500mlがよいといわれており、たくさん
飲水しても血液はサラサラにはならず、ただ排尿回数
が増えるだけです。こんな方は排尿日誌をつけること
で原因が明確となり、飲水制限やアルコール、カフェ
インの制限だけでよくなります。過剰飲水＋長時間睡
眠による多尿・夜間多尿の排尿日誌を図３に示します。

図３

過剰飲水＋長時間睡眠による昼間・夜間多尿

3つの原因を包括的に治療（ケア）する姿勢が大切

●糖尿病, 尿崩症, 多飲
●うっ血性心不全
●腎不全
●高血圧
●睡眠時無呼吸症候群
●下肢浮腫　など

72歳、男性　　主訴　頻尿・夜間頻尿

起　　　　床　7:00
就　　　　寝　18:30
夜間排尿回数　5回
残　尿　量　5ml
I P S S　10/35点
O A B S S　7点
1 日 尿 量　3720ml
夜　間　尿　量　1600ml
夜間尿量率（Npi）　43.0％
B 　 N 　 P　25.8pg/ml

【特徴】　1．1回排尿量は正常
　　　　2．頻尿以外の排尿症状は認めない
　　　　3．長時間睡眠
　　　　4．昼間夜間とも同じ程度の多尿

多尿・夜間多尿

膀胱蓄尿障害

1
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14
計

7:00
8:55
10:30
11:30
12:15
13:40
14:50
16:25
18:25
19:30
22:15
23:30
1:30
2:05

225
150
300
325
220
275
325
325
150
250
325
300
300
250
3720

時間 尿量（ml）

　しかし中には高血圧や心不全、糖尿病、腎不全、睡
眠時無呼吸症候群などの全身疾患のため、あるいはそ
の薬剤のために夜間多尿になっている人もあり、一度
は詳しく調べてみたほうがよいでしょう。高齢者の夜
間頻尿には睡眠の問題も少なからず関わっています。
ひとつは長時間睡眠で10時間以上布団の中に入ってい
る人もいます。もうひとつは中途覚醒・早朝覚醒です。
夜中に覚醒してしまって、それ以降眠れないのでトイ
レに通ってしまうというパターンです。睡眠障害も単
に睡眠薬に頼ろうとするのではなく、睡眠衛生、睡眠
環境を是正することのほうが重要です。
　高齢者の睡眠時間は７～８時間が適当であり、あま
り早く（夕方６～８時）床に就かないことや朝日を浴
びること、30分程度の昼寝以外は日中仮眠をとらない、
夕方には軽い運動をする、入浴を早くしすぎないこと
などが重要で、入眠から最初に排尿のために覚醒する
時間（第一覚醒時間）が３時間以上あれば問題ないと
いわれています。
　以上のように夜間頻尿は全身疾患の一部分症状で
あったり、泌尿器科疾患であったり、睡眠障害であっ
たり、それが複雑に絡み合っていたりするので、排尿
日誌を基盤として原因を正確に突き止めることが重要
です。そうすればおのずから対処法は見えてきますの
で、原因を正しく把握することが最も重要です。

たかが夜間頻尿、されど夜間頻尿！
宮津康生会宮津武田病院 院長　曽根 淳史先生
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排泄ケアと感染対策

１．薬剤耐性菌と感染対策ネットワーク
　薬剤耐性菌の伝播経路として外来や療養型施設、在
宅など、医療サービスを提供する場が拡大し、さまざ
まな経路で他の医療機関に持ちこまれることがある。
院内感染という言葉が広く使用されているが、現在で
はさまざまな形態の医療サービスに関連して発症する
ことから、院内感染から「医療関連感染」と呼ぶこと
が推奨されている。医療関連感染のなかでも特に、オ
ムツ交換や尿道留置カテーテル管理などの「排泄ケア」
と「感染対策」は切っても切り離せない関係である。
　抗菌薬の不適切な使用を背景として、薬剤耐性菌が世
界的に増加することを防止するために2016年に我が国
として初めての薬剤耐性（AMR）アクションプランが
決定された。構成される項目の一つ「感染予防・管理」
では「地域感染症対策ネットワーク（仮称）整備に向け
た取組の推進」について記載されている。福岡市と近郊
の医療施設では「福岡地区感染対策ネットワーク」を形
成し、現在では78医療施設（2017年12月現在）が参
加し地域の感染対策の向上を目的として活動している。
　感染対策ネットワークは、薬剤耐性菌検出状況、感
染対策、抗菌薬適正使用についてサーベイランス結果
を共有し、教育や相談を行うことができる点にメリッ
トがある。感染対策ネットワークへ興味を持っていた
だければ幸いであるが、参加がかなわないご施設にお
いては感染対策について相談できるご施設をもたれる
事をお勧めしたい。

スタンダードプリコーションの実際

すべての患者の

感染の可能性がある物質とみなして対応する

血液 粘膜
汗を除く
すべての

体液・分泌物・
排泄物

損傷した
皮膚

（傷のある皮膚）

1．適切な
　  手指衛生

2．防護用具の
　  使用

3．患者ケアに
　  使用した器材
　  などの取り扱い

4．周囲の
　  環境対策

5．汚染リネンの
　  取り扱い

10.安全な
　  注射手技

9．腰椎処置の
　  際の感染対策

8．呼吸器衛生咳
　  エチケット

7．適切な患者の
　  配置

6．血液媒介
　  病原体対策

実施
方法

２．手指衛生について
　医療現場で行われる衛生的な手指衛生は、石けんと
流水を使用する方法と速乾性手指消毒剤を使用する２
つの方法がある。手指が目に見えて汚染している場合
や、速乾性手指消毒剤を複数回使用した後には石けん
と流水を使用することが推奨されている。世界保健機
関（WHO）が推奨する手指衛生５つのタイミングがあ
り、❶患者への接触前 ❷清潔操作の前 ❸血液体液に曝
露された恐れのある時 ❹患者への接触後 ❺患者周辺の
環境に接触後、に手指衛生を実施することが望ましい。
速乾性手指消毒剤は、容易にアクセスが可能、消毒効
果が短時間で得られる、皮膚への影響が少ないという
利点が多く当院でも使用することを推進している。本

邦の医療施設において手指衛生直接観察法用いて手指
衛生遵守率を観察した研究では、手指衛生の遵守率は
19.1%であったと報告されている。必要な場面で手指
衛生が実施されていない現状があり、感染対策の基本
である手指衛生の遵守向上に向け今一度取り組むこと
が課題である。

地域（県別）の状況 ｰ第三世代セファロスポリン系耐性菌ｰ

JANIS 2015 年 1～7月検査部門　都道府県別公開情報より改変
https://janis.mhlw.go.jp/report/kensa.html　2017.7.14

３．排泄ケアと感染対策
　医療現場おける感染対策上の問題点として、時に発
生する薬剤耐性菌の伝播事例が挙げられる。厚生労働
省院内感染対策サーベイランス事業（JANIS）における
地域（県別）の状況より、福岡県は腸内細菌科細菌を
代表する肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae）、大腸菌

（Escherichia coli ）における第三世代セファロスポリン
系耐性菌率が高いことがわかる。また、カルバペネム耐
性腸内細菌科細菌（CRE）における、2016年感染症法
に基づく感染症の届出状況は、全国 1,581 例の報告の
うち東京（190例）、大阪（139例）、福岡（136例）の
順に多い。臨床的な日常検査で発見される保菌者群（発
症者を含む）は氷山の一角であり、薬剤耐性菌検出履歴
がない患者であっても、保菌している可能性があり、感
染対策として全ての患者に「標準予防策」を遵守するこ
とが推奨される。「標準予防策」とは、全ての患者の血液、
汗を除く全ての体液・分泌物・排泄物、粘膜、損傷した
皮膚（傷のある皮膚）は感染の可能性がある物質とみな
して対応する基本的な感染対策である。
　オムツ交換を行う上で重要な対策は、手袋、エプロ
ン（必要時マスク、ゴーグル）を着用し汚染を拡大さ
せないこと、手指衛生を適切なタイミングで実施する
ことである。
　尿道留置カテーテルの管理を行う上で重要な対策は、
日々必要性をアセスメントし留置期間を短くすること
である。尿道カテーテルを留置することで患者の１日
あたりの３～10%に細菌尿が出現し、30日までには
100％細菌尿が発生する。尿を取り扱う際には手袋、
エプロン（必要時マスク、ゴーグル）を着用し、尿の
回収容器は１回の使用毎に洗浄・消毒する。尿の回収
容器を洗浄のみで使いまわすことは、薬剤耐性菌伝播
のリスクがあるため避ける。
　薬剤耐性菌の検出にも地域性があることを理解し、
適切な感染対策を実施することが重要となる。

福岡大学病院 感染制御部 感染管理認定看護師　小林 加奈江先生

平成29年11月17日（金）
KKRホテル博多

テーマ ： 感染対策、過活動膀胱、
　　　　　スキンケア

第53回
高齢者排泄ケア講習会
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各種過活動膀胱治療薬の
効果と副作用、解決方法

　多くの高齢者においては、本人が排尿障害を感じる
か、本人以外の家族、介護者が感じている。
　膀胱は小児期から発育し、10～15歳で成人の膀胱容
量に達するが、高齢になると、少しずつ小さくなる。「個
人差」はあるものの加齢とともに、膀胱機能の蓄尿症状、
排出機能いずれも低下すると思われる。「個人差」とは、
膀胱の平滑筋の劣化や神経線維の変性、骨盤内血管循
環不良などによる影響と思われ、高血圧や循環器疾患、
動脈硬化などのメタボリック症候群が関与する。また、
男性の場合、前立腺肥大症、女性の場合は骨盤臓器脱
などによる下部尿路閉塞も増悪因子である。過活動膀
胱（OAB）は、こうした背景より発生するが、日常生
活での大きな支障になる。
　国内のOAB治療薬は有効な薬剤であり、種類も豊富
で、それぞれの特徴をもっており、患者に合う薬剤を
相談して選択してもらう必要性が高まっている。選択
の際には、OABSSや問診、排尿記録から得られる重症
感、特に尿失禁があるかどうかは重要なポイントにな
る。加えて、患者の生活スタイルなども聴収するため、
当院では治療前アンケートを作成し、答えてもらって
いる（図１）。薬剤以外の行動療法プログラムの受講を
希望されたい場合には、その旨を記入してもらう。

尿意を強くもよおす時間はいつですか？ ① 1日中　　　②午前　　　③午後　　　④夜間

普段、便秘気味ですか？ はい　　　　　　いいえ

普段、口が渇きますか？ はい　　　　　　いいえ

皮膚疾患の既往（皮膚トラブルは何でもご記入下さい）

スポーツ、運動などをされる方ご記入下さい 何をされますか？（　　　　　　　 　　　　　　　　　　）
される時刻は何時頃ですか？（　　　 　　　　　　時ころ）

どのくらいされますか？

①毎日　  　　②週数回　  　　③月数回　  　　④それ以外

夜の入浴時間はいつですか？ 時ころ　　　　　　　　

就寝時間はいつですか？ 時ころ　　　　　　　　

昼間に入浴されますか？ はい　　　　　　いいえ

入浴時の身体の洗い方 ①手のみ　　　　②綿のタオル　　　　③ナイロンタオル

汗はかきやすいですか？ はい　　　　　　いいえ

行動療法プログラムの受講を希望されますか？ ①希望する（お薬も希望）　　②希望する（お薬はなし）

③希望しない（お薬のみ）　　④希望しない（お薬もなし）

お薬は、どのようなタイプのものを希望されますか？ ① 1日 2回　② 1日 1回　③のみ薬　④貼り薬　⑤希望なし

図 1　過活動膀胱治療薬　使用前アンケート

　薬剤希望患者の薬剤選択のポイントとして、
　❶�貼付薬（ネオキシテープ）か、内服薬のどちらか

を選ぶところから始める（図２）。ネオキシテープ
のメリットは内臓経由しないこと、中途で外すこ
とができること、口渇や便秘のないこと、必要十
分に効果があることである。デメリットはかぶれ
ること、はがれること、１日何度か入浴される人
などは利用しにくいことがある。一方、内服薬の
場合、確実に効果安定するが、口渇や便秘、排尿
障害などの副作用が起こりうる。肝、腎での排泄、
吸収が必要とされる。こうした薬剤の代謝や吸収
までを説明は、医師だけでなく、看護師や薬剤師、
現場の介護士で説明することが望ましい。

　❷�内服の場合、抗コリン作用とβ3作動作用のいず
れかの薬剤を選択する。重度のOAB、尿失禁など
あれば、ソリフェナシンやフェソテロジンなど経

口抗コリン剤、副作用の少ないものの選択であれ
ば、β3作動薬となる。男性で前立腺肥大症や認知
症、超高齢者などへの投薬は半減期の最短なイミ
ダフェナシンの１日１回投与で始める方法もある。

一般名 製品名 分類

ソリフェナシン ベシケア 経口抗コリン剤

イミダフェナシン
ステーブラ
ウリトス

経口抗コリン剤

フェソテロジン トビエース 経口抗コリン剤

オキシブチニン ネオキシテープ 経皮吸収型抗コリン剤

ミラベグロン ベタニス 経口β3作動剤

プロピベリン バップフォー 経口抗コリン剤
●10-40mgまで調整できる
●口渇、便秘、排尿障害の副作用がある

●効果時間が長い（36～72時間）
●口渇、便秘の副作用がある
●５-20㎎まで調整できる
●効果が短い
●口渇、便秘の副作用が比較的に少ない
●１日２回服用で調整できる
●効果が強い
●口渇、便秘の副作用がある
●４㎎と８㎎がある
●便秘や口渇などの副作用が最も少ない
●服用の必要がない貼付剤で必要十分な作用
●局所皮膚炎がある

●口渇、便秘が少ない
●不整脈などが出ることがある
●閉経後に使用することを勧められている
●残尿増加が少なく、男性に比較的安心に使用できる

図 2　過活動膀胱治療薬の特徴

　経口抗コリン剤に起こりうる副作用の便秘と口渇に
対し、食物繊維の摂取やよく咀嚼すること、ガムなど
の使用、唾液腺マッサージの指導を行う。普段から便
秘や口渇のある患者には、β3作動薬か貼付剤ネオキ
シテープを希望される場合がほとんどである。貼付剤
を希望される患者は、❶自分の意思でテープがはがせ
る安心感、❷他疾患で既に多数の内服を服用している
ことへの不安、❸内臓への影響が非常に少ない安心感
を理由に選択されることが多い。
　ネオキシテープ使用にあたっては、貼付面皮膚状態
を最適にするため、スキンケアとして、乾燥肌の方に
は、貼付部位の石鹸などへの洗浄が控え、ナイロンタ
オルなどの使用はしないようにし、直後に保湿剤を使
用する（図３）。汗をかいた状態では貼付せず、はがす
時も丁寧にはがすよう指導する。アンケートに基づき、
OAB 症状の強い時間や、運動、仕事、入浴、就寝時間
など患者の生活パターンを把握し、貼付する時間のベ
ストなタイミングを相談して決定する。貼付剤は14 カ
所貼れる部位を提案し、使用中に気に入った部位に貼
付して頂くことが多い。

（1）使用し始めは、毎日、違う部分に使用してみて下さい。
（2）その後、自分の気に入った部位に使用して下さい。
（3）数か所の張替えをお勧めします。
（4）テープはゆっくりとはがして下さい。途中ではがしても結構です。
（5）ナイロンタオルやタオルは使用しないで手洗いにしてください。
（6）汗をかいた部分は弱酸性石鹸、貼付する腹部や下肢は弱アルカリ洗浄剤の使用がお勧めです。
（7）浴室を出る直前に、保湿を行い、その後、タオルで軽く、全体をふき取ってください。
（8）普段の衣類はなるべく化学繊維ではなく、綿のものを使用して下さい。

図 3　貼付部位のバラエティ （２週間コース）

　薬剤の作用、副作用を患者に説明することで、疾患
そのものへの理解度も増えると思われる。ベストな
OAB治療薬の選びを通して、患者の家族関係や生活ス
タイルや運動習慣などを把握することで、医療従事者
と患者のより強いつながりが感じることができる。

医療法人好誠会 西野クリニック 院長　西野 好則先生
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平成30年３月24日（土）
福岡国際会議場

テーマ ： 排尿自立に向けて

第54回
高齢者排泄ケア講習会

●はじめに
　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」。排尿支援が必要な理由として ①人間として尊厳を守
る ②ADLの維持・増進をもたらす ③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）
2016 年より排尿自立指導料算定が開始になり排尿ケアへ
の関心が高まってきている。

●高齢者に対する排尿支援
　尿道カテーテル留置中の方や排尿障害のある方々が排
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。高齢者の方は、
中枢系神経疾患や心疾患などの有病率が高く、それに加
え ADL の低下や認知症などを合併していることが多い。
そのため完全に排尿自立することは難しくなんらかの援
助を必要とするので、高齢者の持っている能力を生かす
援助を行う事が大切になります。排尿ケアは短期間では
確立できません。日々の働きかけが重要であり、長期的
に継続的なケアであり、一人でできるものではなくチー
ムで関わることが大切です。患者様を中心に多職種が関
わる継続的なケアです。

●当院の排尿ケアチームの活動
　当院では排尿ケアが必要な方に対し、排尿ケアチームが
介入し排尿ケアの提供をしています。排尿ケアチームは泌
尿器科医師、理学療法士、作業療法士、看護師で構成され
ており、患者様のケアを主治医、担当看護師とともに計画
を立案し実施、評価しています。
　排尿自立への手段として、患者様の排尿自立度、下部尿
路機能を評価し、安全な排尿ケアを行うための計画を立案

排尿と蓄尿に必要な要素（機能）
　尿意を感じ、トイレに移動し、必要な動作を行い、尿を
排出し、再度尿をためる。毎日繰り返す排尿と蓄尿のサイ
クルにはこのような要素（機能）が必要となる。尿意の自覚、
残尿なく尿を排出する、漏らさず蓄尿する、といった機能
は下部尿路機能、トイレ移動、脱衣、排尿関連動作は運動
機能、排尿の意思や排尿関連動作の認識は認知機能に分類
することができるが、いずれが欠けても排尿生活には支障
をきたす（図１）。このうち今回は下部尿路機能に焦点を
あててお話しした。

します。包括的排尿ケアのマトリックスを参照してケアの
立案をします。包括的排尿ケアとは、看護計画、リハビリ、
薬物療法、泌尿器科的治療や検査をまとめたものです。包
括的に行う事でスキのないケアを提供できます。自立度や
下部尿路機能を点数化し、毎週評価することでケアが適切
であるのか、自立へ向かっているかなどの評価を行います。

対 象 者

●膀胱留置カテーテルが挿入中の患者
●認知症でトイレの場所がわからない方
●おむつを装着している
●座位が可能
●ある程度の意思疎通が可能
●機能性尿失禁を有する方

包括的排尿ケアのマトリックス

看
護
計
画

留意する項目 計画の内容

排 尿 自 立
排尿用具の工夫、排尿しやすい姿勢の工夫、衣服
の工夫、トイレ環境の工夫、移動・排尿意欲への
支援、寝具の素材の工夫

頻 尿 ・ 尿 失 禁 生活指導、膀胱訓練、骨盤底筋体操

尿閉・排尿困難 間欠導尿、自己導尿／間欠式バルーンカテーテル

尿 意 の 問 題 排尿誘導、超音波補助下排尿誘導

リハビリテーション
運動機能訓練（関節可動域拡大、座位保持、排
泄に関する動作の訓練）動作に合わせた補助道
具の選択、環境整備、介助方法の工夫

薬 物 療 法
排尿機能に影響を与える薬剤の検討
適切な薬剤の選択と処方
有熱性尿路感染症への抗菌薬の処方

泌 尿 器 科 に よ る
検 査 ・ 治 療 画像検査、尿流動態検査

一般社団法人日本創傷・オストミー・失禁学会

排尿生活（排尿と蓄尿）に必要な要素
１回排尿量が少ない
 残尿が多い

排尿の意思が？
トイレの位置が？

移動に時間がかかる
衣服の着脱に時間がかかる

図１

下部尿路機能

認知機能 運動機能

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

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 副部長　高橋 良輔先生

排尿自立に向けての
排尿ケアチームの関わり

排尿管理に必要な機能の評価について
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泌尿器科での下部尿路機能評価
①自覚症状の評価
　 　蓄尿症状（頻尿、尿失禁など）と排尿症状（排尿困難、

尿勢低下など）に分けて評価する。問診票として過活動
膀胱質問票（OABSS）、国際前立腺症状スコア（IPSS）
をよく用いる。

②他覚所見の評価
　 　排尿機能検査として、尿流測定検査（尿勢、排尿時間、

１回排尿量などを測定）、超音波検査による残尿測定に
加えて、男性では前立腺肥大症の有無、女性では腹圧性
尿失禁や骨盤臓器脱の有無を確認する。

③日常の排尿状態の評価
　 　上記他覚所見の評価は病院の検査室で行うため、日常

の状態を反映しない場合がある。そのため、日常の排尿
状態を把握する目的で排尿記録の記載をお願いすること
がある。これにより日頃の１回排尿量、１日尿量、夜間
尿量などを評価することができる。

実際の介護現場で可能な下部尿路機能評価
　介護現場では上記のような他覚所見の評価は現実的で
はない。またトイレでの排尿が不可能な方も多い。こ
のような要介護高齢者57名に対して岩坪らは（西日本
泌 ,69:707-713,2007）、入院後１週間以内にオムツある
いは尿道留置カテーテルを外して、１時間毎のオムツ漏れ
チェックを２日間行い、下部尿路機能の評価を行った。そ
の結果、対象者の45%は下部尿路機能が保持されており、
過活動膀胱や溢流性尿失禁（残尿が多くて尿が溢れるよう
に漏れる）と判断された方では泌尿器科医の介入によりオ
ムツを外すことが可能であった。これらの結果から、正し
い下部尿路機能の評価によって排尿QoLの向上が期待でき
ること、その判定には排尿量と残尿量の評価で十分である
こと、を報告している。現在では、オムツセンサー（オム
ツ内に排尿があった時点で音でお知らせ）や超音波膀胱内

　尿閉の原因となるものには、低活動膀胱（神経因性膀
胱）、前立腺肥大症（とくに飲酒後など）、や薬剤の副作
用（エフェドリンのような交感神経刺激作用のある薬剤、
抗コリン作用のある薬剤など）がある。
　低活動膀胱の治療には、尿道抵抗を減少させるα１アド
レナリン遮断薬（エブランチル30～90mg/日、分２）や
膀胱収縮を強めるコリン作動薬（ウブレチド５mg/ 日、
分１～２）の内服があり、ウブレチドを使用する場合は
エブランチルと併用したほうがよい。また、残尿が多量
にある場合は清潔間欠導尿（CIC）を併用していく。
　CIC（スライド１）は、膀胱内の高圧環境や膀胱の過
伸展を的確に改善し、症候性尿路感染や腎機能障害の発
生頻度を減らせるゴールドスタンダードの治療法であり、
尿失禁に対しても改善が得られる。
　乳児から高齢者を含む成人まですべての年齢層で施行
が可能であり、広く施行されている。また、長期にわた

尿量測定装置が入手可能となっており、このような器具を
組み合わせて用いることで随意排尿が不可能なオムツ使用
者でも排尿記録を作成し、下部尿路機能を評価することが
ある程度可能である。１日尿量、１回排尿量、排尿回数、
夜間排尿量など治療介入に必要な多くの情報を与えてくれ
る。運動機能や認知機能の低下に伴う機能的尿失禁に介入
する際も、残存下部尿路機能の程度は重要な情報となる。
保持されていればトイレ誘導などによって排尿QoLの改善
が期待できるが、大きく低下している場合は適切なオムツ
選択の方がより快適な日常生活に結び付くことになる。以
上より要介護高齢者においても、下部尿路機能の評価には
大きな意義があると考えられる。

り安全で、効果的に施行できることも報告されている。
　CICの回数は１日４～６回程度で、１回の導尿量は
400ml を超えないようにする ( 理想は300ml以内）。そ
の後自排尿があり、残尿が 200ml 以下になれば、導尿回
数を１日１～２回に減らし、100ml未満になれば中止し
てよい（理想は50ml以下）。

清潔間欠導尿（CIC）

二分脊椎に伴う下部尿路機能障害の診療ガイドライン2017

スライド１

■ 推奨グレード：B
■ 膀胱内の高圧環境、膀胱の過伸展を的確に改善し、症候性尿路感
　 染や腎機能障害の発生頻度を減らせるゴールドスタンダードの治
　 療法である。
■ 尿流動態検査で膀胱内が高圧環境になっている患者では、早急に
　 清潔間欠導尿を開始する必要がある。また、合併症の回避のため
　 にも、清潔間欠導尿に関する十分な教育を患者および介護者に行
　 うことが重要である（レベル４）。

まえばる泌尿器科クリニック 院長　山下 博志先生

清潔間欠導尿と
尿道留置カテーテルを理解する

図２

■ 正しい下部尿路機能評価で排尿QoLが改善する可能性
　 がある

■ その判定には ①排尿量、 ②残尿量で十分
■ 泌尿器科に受診させるべきかの判断に役立つ

　 過活動膀胱：1回排尿量 少、残尿量 少
　 溢流性尿失禁：1回排尿量 少、残尿量 多

オムツセンサー 超音波膀胱内尿量測定装置

図３
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特定非営利活動法人 福岡高齢者排泄改善委員会
所在地／〒812-0033 福岡市博多区大博町１−８　TEL／092-282-5910　FAX／092-282-5812
E-mail／info@fukuokahaisetsu-net.org　　ホームページ／http://fukuokahaisetsu-net.org/

平成30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55回高齢者排泄ケア講習会
会　場 ： JR博多シティ
テーマ ： 排尿管理を極めよう！
日　時 ： 平成30年６月２日（土） 14:50～17:00
参加費 ： 1,000円
F i e l d ： A（排尿管理）

第57回高齢者排泄ケア講習会
会　場 ： 未定　　　　テーマ ： 未定
日　時 ： 平成30年11月（金） ※日付未定
　　　　19:00～21:00
参加費 ： 1,000円
F i e l d ： 未定

● 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56回高齢者排泄ケア講習会
会　場 ： アクロス福岡
テーマ ： チームで取り組む下剤に頼らない高齢者の排便ケア
日　時 ： 平成30年９月７日（金） 19:00～21:00
参加費 ： 1,000円
F i e l d ： B（排便管理）、D（その他）

第58回高齢者排泄ケア講習会
会　場 ： 未定　　　　テーマ ： 未定
日　時 ： 平成31年２月or３月（土） ※日付未定
　　　　15:00～18:00
参加費 ： 2,000円
F i e l d ： 未定

※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。

　夜間多尿など夜間尿量が機能的膀胱容量より多い場合
は、夜間睡眠時の膀胱過伸展が原因で下部尿路機能の悪
化、水腎症や腎機能障害を生じる可能性があるため、夜
間睡眠時に間欠式留置カテーテル（スライド２）を使用
することで良好な結果が得られている。

間欠式留置カテーテル

二分脊椎に伴う下部尿路機能障害の診療ガイドライン2017

スライド２

■ 推奨グレードB
■ 夜間多尿など夜間尿量が機能的膀胱容量より多いために、夜間睡
　 眠時に膀胱過伸展となることが原因で、下部尿路機能の悪化や上
　 部尿路障害、腎障害が生じている可能性がある。このような場合、
　 夜間睡眠時にカテーテルを膀胱内に留置することで、良好な結果
　 が得られている（レベル４）。

　一方、尿道留置カテーテル（スライド３）が勧められ
るのは、CICの適応だが CIC ができない患者、尿量を正
確に測定する場合、手術創や皮膚欠損部の尿失禁による
感染リスクがある場合などであり、通常は12～14Frの
カテーテルを使用する。閉鎖システムはいかなる場合で
も保たれるべきであるが、場合によってはカテーテル栓

（DIBキャップなど）を使用し、昼間は４時間毎に栓を開
放し、夜間は蓄尿バッグに接続するという方法もある。
　2005年のEuropean Association of Urology Nurse 
のガイドラインによると、カテーテルは12週間までは留
置可能だが、結晶の付着やバイオフィルム沈殿物による

閉塞が疑われる場合は、より頻回に交換する。
　カテーテルの固定では、男性・女性の解剖が異なるた
めその点に留意し、男性は腹部、女性は大腿部に固定し、
挿入部、テープ固定の個所などを定期的に観察すること
で、尿道損傷を予防する。
　また、カテーテル内腔の閉塞があれば、カテーテル交
換（通常２～４週間毎）や膀胱洗浄（１～２週間毎）で
対処する。
　そのほか、膀胱結石の予防には、細菌や浮遊物が付着
しにくいカテーテル（シルバーコーティング、親水コー
ティング、オールシリコンなど）を使用する。
　可能な限り早期にカテーテルを抜去したほうが良いが、
長期になる場合は、膀胱癌などの合併症にも注意しなが
ら管理を行うことが必要である。

尿道留置カテーテル
スライド３

■ 尿道留置カテーテルによる治療を行う場合は、適応かどうかを考
　 えるとともに、長期になる場合は抜去できるかどうかも考える。
■ 男性の場合は、尿道損傷を予防するために、カテーテルは下腹部
　 に固定する。
■ 排尿筋の不随収縮による尿漏れがある場合は、カテーテルを抜去
　 するタイミングでもある。
■ 長期の留置カテーテルの場合は、カテーテル閉塞、膀胱結石、膀胱
　 癌などの合併症にも注意が必要である。
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