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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

市民公開講座
第37・38回高齢者排泄ケア講習会

10/12（土）
市民公開講座が、
11/22（金）・２/15（土）
高齢者排泄ケア講習会
が開催されました。

多数のご参加
ありがとうございました！

市民公開講座 ｢より良い眠りを得るために～睡眠時無呼吸と夜間頻尿のお話～｣　     
日　時 ： 平成25年10月12日（土）14：00～（16：25開場）　会　場 ： イムズホール　参加者 ： 308名　
司　会 ： 宮﨑 良春先生（特定非営利法人 福岡高齢者排泄改善委員会 理事長）
講　師 ： 吉村 力先生（九州大学病院 睡眠時無呼吸センター 特任講師）
　　　　菅谷 公男先生（北上中央病院 泌尿器科 副院長）
共　催 ： 特定非営利活動法人 福岡高齢者排泄改善委員会・小野薬品工業株式会社
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

第37回 高齢者排泄ケア講習会　テーマ ： 認知症
日　時 ： 平成25年11月22日（金）19：00～20：30　会　場 ： 福岡国際会議場　参加者 ： 112名　
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 ： 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・ファイザー株式会社
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38回 高齢者排泄ケア講習会　テーマ ： 導尿・カテーテル・残尿（実践を中心に）
日　時 ： 平成26年２月15日（土）14：00～17：00　会　場 ： 福岡国際会議場　参加者 ： 72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 ： 山下 博志先生（日本海員掖済会門司掖済会病院泌尿器科 部長）
　　　   髙橋 康一先生（社会医療法人財団池友会 福岡新水巻病院泌尿器科 部長）
　　　　 藤川 暢子先生（医療法人原三信病院 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、グラクソ･スミスクライン株式会社
後　援 ： 福岡市泌尿器科医会、福岡市医師会、福岡県看護協会

ニュースソース概要
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　私が睡眠時無呼吸症候群（sleep apnea syndrome: 

SAS）を専門とした理由の１つに祖母の死があった。1980年

台前半（当時私が小６）の夏に祖母の家に泊まり、一緒の部

屋に寝た。祖母のいびきがうるさく、深夜に目が覚めた。私

は祖母を起こそうとしたが起きず、祖母は繰り返し40秒以

上呼吸が止まっていたことを鮮明に記憶した。祖母は元来高

血圧、糖尿病を患い、食後のいねむりが見られた。その13年

後祖母は脳梗塞で他界した。当時医学部生だった私は、あの

夜間の呼吸停止が脳梗塞と関係があるのではないかとつく

づく思っていた。

　医師になり、ある論文に出会った。無呼吸が1時間に20回

以上あると８年後の生存率は63%である。その死亡原因は

脳卒中、心筋梗塞と判明した（スライド1）。また、SASはシー

パップ治療をすれば長生きできる可能性が高いとわかった

（スライド２）。私は、祖母と同じ過程を他の人には歩んで欲し

くないと思い、この分野を専門とした。

　以下、SASについて概説する。

　睡眠時無呼吸症候群とは

　SASは、睡眠中に呼吸が止まり、一過性に低酸素血症を繰

り返す疾患である。

　SASは睡眠中１時間あたり５回以上無呼吸または低呼吸

が見られ、日中の眠気などを合併する場合に診断される。睡

眠中１時間あたりに無呼吸または低呼吸（無呼吸低呼吸指

数 apnea hypopnea index: AHI）が重症度分類に用いら

れ、５－15が軽症、15－30が中等症、30以上を重症と分類

される。

浮腫率の日内変動
（細胞外水分量/体内総水分量）

適切な水分摂取量は適正な尿量を目安に
１日の合計尿量の目標値　体重×20～25ml　 

排尿に関して気になるなら、１回毎の尿量と１日合計尿量を排尿日誌に記録して確認しましょう．

表1

スライド１

スライド３

スライド４

スライド２

　夜間頻尿は先進各国の高齢者の生活の質を低下させる第

一位の症状である。夜間頻尿とは「夜間就寝中に１回以上排

尿に起きなければならないという愁訴」と定義され、夜間排

尿に起きるために困っている状態をいう。「頻尿」も排尿回

数が多くて困っている状態をいい、困っていなければ排尿回

数が多いというだけである。夜間頻尿があると生存率が低

下することが分かっているので、夜間頻尿を単に年のせいと

切り捨てる訳にはいかないが、端的には、水分摂取量を減ら

せば尿量・排尿回数は減るので、夜間頻尿で困っているなら

飲水量を減らせばいいのである。　

　夜間頻尿の原因

　夜間頻尿の発症には多くの要因が絡んでいる。泌尿器科

的疾患の前立腺肥大症や慢性膀胱炎、過活動膀胱などは夜

間頻尿の原因となるが、泌尿器科的疾患がなくても夜間頻

尿となる。睡眠時無呼吸や睡眠深度が浅い睡眠障害、飲水

過剰、心不全、高血圧、加齢に伴う膀胱容量の低下なども夜

間頻尿の原因となる。特に病気のない人達を対象に夜間頻

尿の有無でその原因を調べたところ、夜間頻尿のある高齢

者は夜間頻尿のない高齢者に比べて、飲水量が多いため1日

の尿量が多く、多尿（1日尿量2500ml以上または体重

kg×40ml以上）や夜間多尿（夜間就寝中と早朝起床時の尿

量の和が一日尿量の33％以上）の割合は80％であった。ま

た、夜間頻尿の高齢者では心臓の負荷の状態を示す利尿ペ

プチド（血中HANPやBNP）が高かったことから、夜間頻尿

の高齢者の80％は心臓に負担がかかるほど水を飲み過ぎ

ていた。体内水分量を調べると、夜間頻尿高齢者では昼の時

点ですでに浮腫率が上昇しており、就寝前にはさらに浮腫率

が上昇して体内に水が溜まっていた。この溜まった水分は主

に下半身にあり、夜間に尿として排泄されていた。また、血中

のカテコールアミンという交感神経の活動の指標が高く、血

圧が高い傾向にあった。さらに、強力な抗酸化物質であり、

睡眠物質でもあるメラトニンの血中濃度が極端に低く、睡眠

深度が浅く、老けやすい状態にあることが分かった。

　夜間頻尿の対策

　夜間頻尿の原因からして水分制限は第一の対策である。

脱水でない限り、水分を多く摂っても血液粘調度は変わら

ず、排尿回数が増えるだけである。水分摂取量は、汗を流し

て重労働している人と、家のなかで静かに暮らしている人と

では同じ体重でも必要水分量は大きく異なるため、体重のみ

で決めることはできない。適正な水分量のためは1日尿量が

体重kg×20mlから体重kg×25mlの間になるように水分摂

取量を調節することである。例えば、体重50㎏なら、

50×20＝1000mlから50×25＝1250mlの１日尿量となる

ように水分摂取量を調節する。体重kg×10mlの1日尿量は

体の維持に必要な最低限の水分量であり、体重kg×30ml以

上では夜間多尿となり、体重×40ml以上は多尿である。1日

尿量を調べるには、1日の1回毎の尿量を調べて記録し、1日

合計尿量を求める排尿日誌を記載してみるべきである。

　高血圧は夜間頻尿の原因であるが、特に夜間高血圧や早

朝高血圧は脳卒中や心筋梗塞の危険性が高く、朝方に頻尿

となる傾向があるので注意が必要である。早朝起床時に血

圧を測定してみて、主治医と相談して血圧のコントロールを

良くすべきである。

　体内に貯留した水分を就寝前に排泄し、眠りを深くする方

法としては夕方以降30分以上のウォーキングや両脚拳上姿

勢なども夜間頻尿には効果的である。

図１

九州大学病院 睡眠時無呼吸センター 特任講師  吉村 力先生 北上中央病院  泌尿器科 副院長  菅谷 公男先生

睡眠のことを知っと～と？
夜間に忍び寄る睡眠時無呼吸症候群のお話

市民公開講座

平成25年10月12日（土）
イムズホール

より良い眠りを得るために
～ 睡眠時無呼吸と夜間頻尿のお話 ～

悩み多き夜間頻尿 －その原因と対策を伝授－

POINT

浮
腫
率

夜間頻尿高齢者 n=20
健常高齢者 n=16
健常若年成人 n=29

 朝　　　　 　昼　　 　   就寝前  

0.40

0.35

0.30

0

＊

＊＊

＊＊＊＊

＊＊

＊
＊＊

* : p < 0.05, ** : p <0.01

体
動
・
尿
意
に
よ
る

覚
醒
閾
値
の
低
下

吸
気
時
の
静
脈
還
流
量
の
増
加

夜間多尿
夜間膀胱拡張不全

慢性膀胱炎・
前立腺炎

カテコラミン分泌量の増加（血圧上昇）

加齢

上皮α1受容体の
活性化 

平滑筋α1
受容体の
活性化 

日中：腎
カテコラミン
増加

夜間：腎
カテコラミン
低下

脳・脊髄
カテコラミン
増加

膀胱
カテコラミン
増加

尿道・前立腺
カテコラミン
増加

閉塞膀胱化

膀胱平滑筋
細胞間結合
増強 

腎血管抵抗の
上昇

腎血管抵抗の
低下 

α1受容体の
活性化 

尿産生量の
低下

腎血流量の
低下 

細胞外水分量
の増加

Na利尿ペプチド
の増加 

腎血流量の
増加

尿産生量の
増加

グリシン・GABA
ニューロン活動低下

ATP
分泌亢進

尿意の
易出現性 

尿流出抵抗の
増加

尿意の
易出現性 

夜間尿量の増加 膀胱容量の低下

睡
眠
障
害

（
メ
ラ
ト
ニ
ン
分
泌
低
下
）

膀
胱
線
維
化

過
活
動
膀
胱

動
脈
硬
化
症（
膀
胱
虚
血
）

骨
盤
う
っ
血
状
態

前
立
腺
肥
大
症

夜間頻尿

睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群

浮
腫

血
管
透
過
性
亢
進

口
渇（
唾
液
分
泌
量
低
下
）

周
囲
か
ら
の
飲
水
の
勧
め

水分
過剰
摂取

心不全

過活動
膀胱

　結論

　夜間頻尿を改善し、健康長寿を維持するためには、先ずは

1日尿量を知って水分摂取量を調節することである。

体重×10ml　（体の恒常性維持に必要な尿量）、体重×30ml（夜間多尿となる尿量）、
体重×40ml　（多尿で頻尿となる尿量）

例えば、体重50kgなら、50×20ml =1000mlから50×25 ml=1250mlの1日尿量
例えば、体重70kgなら、70×20ml =1400mlから70×25 ml=1750mlの1日尿量

　SASの症状

　いびきがうるさい、睡眠中に呼吸が止まっているといった

他覚症状をベッドパートナーから指摘され受診することが

多い。また、自覚症状として、日中の眠気、起床時口渇感・頭

重感、夜間頻尿、集中力低下などがある。

　本態性高血圧患者の30%に、治療抵抗性高血圧の80%

にSASが合併し、その他多くの疾患と関わりがあると言われ

ている（スライド３）。

　SASは夜間頻尿の原因にもなり、心房性利尿ペプチドを

介して夜間多尿になることが判明している。

　SASの診断

　診断方法は、簡易型検査、終夜睡眠ポリグラフィー検査が

ある。後者は、脳波、眼球運動図、筋電図（オトガイ筋・下肢）、

心電図、パルスオキシメーターなどを装着し、睡眠の状態を

総合的に判定できる検査である。

　治療

　シーパップ治療が一般的な治療方法である。シーパップ

を使用することにより、日中の眠気、夜間頻尿が改善し、血

圧が低下し、血糖のコントロールが良好になる方も多い。ま

た、心筋梗塞、脳卒中も減ることもわかってきた。

　最近の論文では、シーパップ２－３ヵ月することで、明らか

により若く、活き活きとした顔になり、笑顔が多くなることも

わかってきた（スライド４）。

　皆さんに笑顔を恩返ししたいと思います。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者の生命予後
（Obstructive Sleep Apnea Syndrome:OSAS）

1時間に20回以上無呼吸がある人では明らかに
生存率が下がり、つまり死亡率が上がり、8年後の生存率は約63％
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Journal of clinical sleep medicine 2013.

OSASの合併症
●高血圧
●糖尿病
●脂質異常症
●メタボリックシンドローム
●脂肪肝、脂肪肝炎
●心不全
●突然死
●不整脈（心房細動など）
●肺高血圧

●脳梗塞、脳出血
●心筋梗塞、狭心症
●異形狭心症
●大動脈解離
●うつ状態
●認知症
●インポテンツ
●多動症
●夜尿症

CPAP
治療
2-3ヵ月後

生
存
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せば尿量・排尿回数は減るので、夜間頻尿で困っているなら

飲水量を減らせばいいのである。　

　夜間頻尿の原因

　夜間頻尿の発症には多くの要因が絡んでいる。泌尿器科

的疾患の前立腺肥大症や慢性膀胱炎、過活動膀胱などは夜

間頻尿の原因となるが、泌尿器科的疾患がなくても夜間頻

尿となる。睡眠時無呼吸や睡眠深度が浅い睡眠障害、飲水

過剰、心不全、高血圧、加齢に伴う膀胱容量の低下なども夜

間頻尿の原因となる。特に病気のない人達を対象に夜間頻

尿の有無でその原因を調べたところ、夜間頻尿のある高齢

者は夜間頻尿のない高齢者に比べて、飲水量が多いため1日

の尿量が多く、多尿（1日尿量2500ml以上または体重

kg×40ml以上）や夜間多尿（夜間就寝中と早朝起床時の尿

量の和が一日尿量の33％以上）の割合は80％であった。ま

た、夜間頻尿の高齢者では心臓の負荷の状態を示す利尿ペ

プチド（血中HANPやBNP）が高かったことから、夜間頻尿

の高齢者の80％は心臓に負担がかかるほど水を飲み過ぎ

ていた。体内水分量を調べると、夜間頻尿高齢者では昼の時

点ですでに浮腫率が上昇しており、就寝前にはさらに浮腫率

が上昇して体内に水が溜まっていた。この溜まった水分は主

に下半身にあり、夜間に尿として排泄されていた。また、血中

のカテコールアミンという交感神経の活動の指標が高く、血

圧が高い傾向にあった。さらに、強力な抗酸化物質であり、

睡眠物質でもあるメラトニンの血中濃度が極端に低く、睡眠

深度が浅く、老けやすい状態にあることが分かった。

　夜間頻尿の対策

　夜間頻尿の原因からして水分制限は第一の対策である。

脱水でない限り、水分を多く摂っても血液粘調度は変わら

ず、排尿回数が増えるだけである。水分摂取量は、汗を流し

て重労働している人と、家のなかで静かに暮らしている人と

では同じ体重でも必要水分量は大きく異なるため、体重のみ

で決めることはできない。適正な水分量のためは1日尿量が

体重kg×20mlから体重kg×25mlの間になるように水分摂

取量を調節することである。例えば、体重50㎏なら、

50×20＝1000mlから50×25＝1250mlの１日尿量となる

ように水分摂取量を調節する。体重kg×10mlの1日尿量は

体の維持に必要な最低限の水分量であり、体重kg×30ml以

上では夜間多尿となり、体重×40ml以上は多尿である。1日

尿量を調べるには、1日の1回毎の尿量を調べて記録し、1日

合計尿量を求める排尿日誌を記載してみるべきである。

　高血圧は夜間頻尿の原因であるが、特に夜間高血圧や早

朝高血圧は脳卒中や心筋梗塞の危険性が高く、朝方に頻尿

となる傾向があるので注意が必要である。早朝起床時に血

圧を測定してみて、主治医と相談して血圧のコントロールを

良くすべきである。

　体内に貯留した水分を就寝前に排泄し、眠りを深くする方

法としては夕方以降30分以上のウォーキングや両脚拳上姿

勢なども夜間頻尿には効果的である。

図１

九州大学病院 睡眠時無呼吸センター 特任講師  吉村 力先生 北上中央病院  泌尿器科 副院長  菅谷 公男先生

睡眠のことを知っと～と？
夜間に忍び寄る睡眠時無呼吸症候群のお話

市民公開講座

平成25年10月12日（土）
イムズホール

より良い眠りを得るために
～ 睡眠時無呼吸と夜間頻尿のお話 ～

悩み多き夜間頻尿 －その原因と対策を伝授－
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　結論

　夜間頻尿を改善し、健康長寿を維持するためには、先ずは

1日尿量を知って水分摂取量を調節することである。

体重×10ml　（体の恒常性維持に必要な尿量）、体重×30ml（夜間多尿となる尿量）、
体重×40ml　（多尿で頻尿となる尿量）

例えば、体重50kgなら、50×20ml =1000mlから50×25 ml=1250mlの1日尿量
例えば、体重70kgなら、70×20ml =1400mlから70×25 ml=1750mlの1日尿量

　SASの症状

　いびきがうるさい、睡眠中に呼吸が止まっているといった

他覚症状をベッドパートナーから指摘され受診することが

多い。また、自覚症状として、日中の眠気、起床時口渇感・頭

重感、夜間頻尿、集中力低下などがある。

　本態性高血圧患者の30%に、治療抵抗性高血圧の80%

にSASが合併し、その他多くの疾患と関わりがあると言われ

ている（スライド３）。

　SASは夜間頻尿の原因にもなり、心房性利尿ペプチドを

介して夜間多尿になることが判明している。

　SASの診断

　診断方法は、簡易型検査、終夜睡眠ポリグラフィー検査が

ある。後者は、脳波、眼球運動図、筋電図（オトガイ筋・下肢）、

心電図、パルスオキシメーターなどを装着し、睡眠の状態を

総合的に判定できる検査である。

　治療

　シーパップ治療が一般的な治療方法である。シーパップ

を使用することにより、日中の眠気、夜間頻尿が改善し、血

圧が低下し、血糖のコントロールが良好になる方も多い。ま

た、心筋梗塞、脳卒中も減ることもわかってきた。

　最近の論文では、シーパップ２－３ヵ月することで、明らか

により若く、活き活きとした顔になり、笑顔が多くなることも

わかってきた（スライド４）。

　皆さんに笑顔を恩返ししたいと思います。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者の生命予後
（Obstructive Sleep Apnea Syndrome:OSAS）

1時間に20回以上無呼吸がある人では明らかに
生存率が下がり、つまり死亡率が上がり、8年後の生存率は約63％
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OSASの合併症
●高血圧
●糖尿病
●脂質異常症
●メタボリックシンドローム
●脂肪肝、脂肪肝炎
●心不全
●突然死
●不整脈（心房細動など）
●肺高血圧

●脳梗塞、脳出血
●心筋梗塞、狭心症
●異形狭心症
●大動脈解離
●うつ状態
●認知症
●インポテンツ
●多動症
●夜尿症

CPAP
治療
2-3ヵ月後

生
存
率
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　認知症は急激に増えており、高齢者人口の15%弱が罹患

しているといわれる。今や462万人の認知症者とその前駆

段階である軽度認知症者400万人と言われ、65歳以上の高

齢者3079万人の３～４人に１人が認知機能障害を患ってい

ることになる。

　増加しているアルツハイマー病(AD)は、1985年の３倍以

上に増加している。この背景には高齢化や診断技術の進歩

だけではなく、生活習慣や環境の変化が影響している。人類

誕生後の基本的な人間の生理や構造に大きな変化はない

が、近年の食習慣や生活環境の変化は測り知れない。体内

の血圧を維持するために必要なナトリウム、その原料は今や

簡単に手に入る塩であるが、昔は非常に貴重なミネラルで

あった。人体は、その貴重な塩を体外へ排泄しないような機

構が腎臓にある。しかし、この機構のために塩分過剰摂取

は、体内のナトリウム(塩)の蓄積を招き、高血圧を惹起する。

過剰な栄養も同じである。今ほど食料が豊富でなかった我々

は、過剰なエネルギーを出来るだけ飢餓に備えて蓄える機

能を持っている。過剰なエネルギー摂取が過剰な脂肪蓄積、

しいては糖尿病や肥満などメタボリック症候群を引き起こ

すのである（スライド１）。便利な世の中にあって運動不足も

こうしたメタボリック症候群の背景になる。こうした生活習

慣や食生活の変化、中でも糖尿病は動脈硬化の危険因子の

みならず、AD脳変化そのものに影響を与えている。こうした

生活習慣病を是正することが認知症への危険性を減らすこ

とも判っている（スライド２）。年をとることは避けられない

が、生活習慣を予防することは何とかできそうである。

　認知症者の介護者負担の大きな症状として、被害妄想、徘

徊、暴力の他に排尿・排泄トラブルがある。最も多いADでは、

トイレの場所が分からない、トイレの使い方が分からない、

ズボンが下せないために尿失禁するが、これを機能性尿失

禁といい、AD中期以降に見られる。一方、レビー小体型認知

症(DLB)は、特徴的な幻視、夜間の寝言、良い時と悪い時が

あるなど変動する認知機能を特徴とする疾患であるが、過

活動膀胱(OAB)による切迫性尿失禁を早期から起こす。過

活動膀胱は、尿意切迫感を症状とし、膀胱が不随に収縮する

ことが原因である。この不随な膀胱収縮の背景には、脳梗塞

や認知症など神経疾患があることが多い。DLBもこのOAB

を起こすことが知られているが、その治療となる抗コリン剤

は認知機能低下の危険性があり、その投与は慎重であるべ

きである。一方、認知症の治療薬であるドネペジル（アリセプ

ト）やガランタミン（レミニール）、リバスチグミン（リバスタッ

チ）などは、アセチルコリン作用を増強させる薬（アセチルコ

リン作動薬）であり、尿失禁を副作用として起こすことも報

告されている。OAB治療による認知症悪化の懸念、あるいは

認知症治療による尿失禁の懸念など、それぞれの治療が相

反することが予想される。しかし、認知症であり、またOAB

である場合には、OAB治療の抗コリン剤と認知症治療のコ

リン作動薬を併用しても、それぞれの効果を妨げるほどのこ

とはないと言われている。このほか、多くの薬剤が認知機能

低下を来すことが報告されている。薬物は必要最小限、慎重

であるべきである。認知症の排泄トラブルがどのようなもの

か？その原因は何なのか？そしてどのように対応すべきなの

か？しばしば的確な返答を得ることができない認知症者に

おいては、その行動をよく観察し、自分事として考えてみるこ

とが重要である（スライド３）。明日は我が身である認知症、

決して他人事ではないのである。

　神経因性排尿筋低活動（低活動膀胱）は、骨盤神経（末梢

神経）や仙髄排尿中枢が障害されることで生じ、その診断

は、症状、仙髄領域の神経学的検査、尿流測定、残尿測定、膀

胱内圧測定を総合して診断するか、内圧尿流検査によって

診断する。

　低活動膀胱の治療は、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）の内服で

あり、ウブレチドを使用する場合はエブランチルと併用する

ことが多い。さらに、残尿が多い場合は間欠導尿（自己導尿）

を併用する。

　また、間欠導尿は、急性および慢性尿閉（完全尿閉または

不完全尿閉）の救済で、外科的治療が選択されないか待機

される状態などにも適応があり、その目的は、図1に示した。

　間欠導尿の回数は１日4～5回程度で（図2）、1回の導尿量

は300mlを超えないようにする(300mlを超えるようなら

回数を増やす）。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）。

　しかし、低コンプライアンス膀胱と膀胱尿管逆流症

（VUR）がある場合は、腎機能が悪化したり、腎盂腎炎をくり

返す可能性があるため、間欠導尿を1日6～8回に増やし、さ

らに抗コリン薬を併用する（膀胱内圧を下げてVURを生じに

くくする）。

　その他、夜間尿量が多いにもかかわらず夜間就寝中に導

尿ができない場合や、外出中に導尿ができない場合は、間欠

式バルンカテーテルを利用する方法もある（商品名ナイトバ

ルン、株式会社ディブインターナショナル）。また、女性で導

尿困難がある場合は、硬めのカテーテルに変更するとよい

こともある（商品名セフティカテピュールキャスハード、株式

会社クリエートメディック）。

　一方、留置カテーテルが勧められるのは、図3に示した場

合であり、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）を使用する方法も

あり、その場合は、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。

　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。

　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。

　また、カテーテル周囲からの尿漏れの対処としては、カ

テーテル内腔の閉塞が原因であれば、カテーテル交換（通常

２～4週間毎）で対処し、それでも駄目なら膀胱洗浄で対処

する。また、膀胱排尿筋の不随収縮が原因であれば、バルン

カテーテル先端部の短いもの（腎盂カテーテルなど）に変更

したり、抗コリン薬を使用する場合もあるが、カテーテル抜

去を考慮するいいタイミングでもある。

　いずれにしろ、可能な限り早期にカテーテルを抜去したほ

うが良いことを念頭において、治療を行うべきである。

＠
＠

＠
＠

日本海員掖済会門司掖済会病院泌尿器科 部長　山下 博志先生

間欠導尿、留置カテーテルによる
排尿管理の基本事項

原三信病院 脳神経内科 部長　藤木 富士夫先生

認知症と排泄
第37回
高齢者排泄ケア講習会 
平成25年11月22日（金）
福岡国際会議場

テーマ：認知症

第38回
高齢者排泄ケア講習会 
平成26年２月15日（土）
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図１ 間欠導尿の目的

間欠導尿治療の進め方

●膀胱が過剰に引き伸ばされることを
　予防することで、膀胱内の血流低下を
　防ぎ、機能回復や感染防止を図る。

●膀胱内を低圧に保つことにより、
　膀胱尿管逆流症や腎機能障害を予防する。

●残尿をなくすことで、尿中細菌数の
　増加を防ぎ、腎盂腎炎を防止する。

●膀胱の伸展と縮小を繰り返すことに
　よって、膀胱機能の回復を促進する。｠
●患者や家族のQOLを向上する。

図３ 尿道留置カテーテルを勧める場合
●急性および慢性尿閉の救済で、内科的治療で改善せず、
　外科的治療が選択されないか待機される状態

●神経因性膀胱患者の尿のドレナージの補助で、
　間欠導尿ができない状態

●急性疾患患者の尿量を正確に測定する場合

●腫瘍や血塊などによる閉塞のためにバイパスが必要な場合

●難治性の尿失禁があり、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（最後の手段として）

●重度の尿失禁があり、他の装具の効果がない場合

●終末期患者の不快さやストレスを軽減させたい場合
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尿閉あるいは残尿を有する低活動膀胱患者

１日４～５回の間歇導尿を４週間

残尿量が100mL未満になったら間歇導尿終了

自排尿の改善

間歇導尿の回数を減らす

残尿量

導尿を１回減らす 導尿を１回増やす

１日４～５回の間歇導尿を継続

（理想は50ml以下）

（300ml以上）

（あり） （なし）
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　認知症は急激に増えており、高齢者人口の15%弱が罹患

しているといわれる。今や462万人の認知症者とその前駆

段階である軽度認知症者400万人と言われ、65歳以上の高

齢者3079万人の３～４人に１人が認知機能障害を患ってい

ることになる。

　増加しているアルツハイマー病(AD)は、1985年の３倍以

上に増加している。この背景には高齢化や診断技術の進歩

だけではなく、生活習慣や環境の変化が影響している。人類

誕生後の基本的な人間の生理や構造に大きな変化はない

が、近年の食習慣や生活環境の変化は測り知れない。体内

の血圧を維持するために必要なナトリウム、その原料は今や

簡単に手に入る塩であるが、昔は非常に貴重なミネラルで

あった。人体は、その貴重な塩を体外へ排泄しないような機

構が腎臓にある。しかし、この機構のために塩分過剰摂取

は、体内のナトリウム(塩)の蓄積を招き、高血圧を惹起する。

過剰な栄養も同じである。今ほど食料が豊富でなかった我々

は、過剰なエネルギーを出来るだけ飢餓に備えて蓄える機

能を持っている。過剰なエネルギー摂取が過剰な脂肪蓄積、

しいては糖尿病や肥満などメタボリック症候群を引き起こ

すのである（スライド１）。便利な世の中にあって運動不足も

こうしたメタボリック症候群の背景になる。こうした生活習

慣や食生活の変化、中でも糖尿病は動脈硬化の危険因子の

みならず、AD脳変化そのものに影響を与えている。こうした

生活習慣病を是正することが認知症への危険性を減らすこ

とも判っている（スライド２）。年をとることは避けられない

が、生活習慣を予防することは何とかできそうである。

　認知症者の介護者負担の大きな症状として、被害妄想、徘

徊、暴力の他に排尿・排泄トラブルがある。最も多いADでは、

トイレの場所が分からない、トイレの使い方が分からない、

ズボンが下せないために尿失禁するが、これを機能性尿失

禁といい、AD中期以降に見られる。一方、レビー小体型認知

症(DLB)は、特徴的な幻視、夜間の寝言、良い時と悪い時が

あるなど変動する認知機能を特徴とする疾患であるが、過

活動膀胱(OAB)による切迫性尿失禁を早期から起こす。過

活動膀胱は、尿意切迫感を症状とし、膀胱が不随に収縮する

ことが原因である。この不随な膀胱収縮の背景には、脳梗塞

や認知症など神経疾患があることが多い。DLBもこのOAB

を起こすことが知られているが、その治療となる抗コリン剤

は認知機能低下の危険性があり、その投与は慎重であるべ

きである。一方、認知症の治療薬であるドネペジル（アリセプ

ト）やガランタミン（レミニール）、リバスチグミン（リバスタッ

チ）などは、アセチルコリン作用を増強させる薬（アセチルコ

リン作動薬）であり、尿失禁を副作用として起こすことも報

告されている。OAB治療による認知症悪化の懸念、あるいは

認知症治療による尿失禁の懸念など、それぞれの治療が相

反することが予想される。しかし、認知症であり、またOAB

である場合には、OAB治療の抗コリン剤と認知症治療のコ

リン作動薬を併用しても、それぞれの効果を妨げるほどのこ

とはないと言われている。このほか、多くの薬剤が認知機能

低下を来すことが報告されている。薬物は必要最小限、慎重

であるべきである。認知症の排泄トラブルがどのようなもの

か？その原因は何なのか？そしてどのように対応すべきなの

か？しばしば的確な返答を得ることができない認知症者に

おいては、その行動をよく観察し、自分事として考えてみるこ

とが重要である（スライド３）。明日は我が身である認知症、

決して他人事ではないのである。

　神経因性排尿筋低活動（低活動膀胱）は、骨盤神経（末梢

神経）や仙髄排尿中枢が障害されることで生じ、その診断

は、症状、仙髄領域の神経学的検査、尿流測定、残尿測定、膀

胱内圧測定を総合して診断するか、内圧尿流検査によって

診断する。

　低活動膀胱の治療は、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）の内服で

あり、ウブレチドを使用する場合はエブランチルと併用する

ことが多い。さらに、残尿が多い場合は間欠導尿（自己導尿）

を併用する。

　また、間欠導尿は、急性および慢性尿閉（完全尿閉または

不完全尿閉）の救済で、外科的治療が選択されないか待機

される状態などにも適応があり、その目的は、図1に示した。

　間欠導尿の回数は１日4～5回程度で（図2）、1回の導尿量

は300mlを超えないようにする(300mlを超えるようなら

回数を増やす）。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）。

　しかし、低コンプライアンス膀胱と膀胱尿管逆流症

（VUR）がある場合は、腎機能が悪化したり、腎盂腎炎をくり

返す可能性があるため、間欠導尿を1日6～8回に増やし、さ

らに抗コリン薬を併用する（膀胱内圧を下げてVURを生じに

くくする）。

　その他、夜間尿量が多いにもかかわらず夜間就寝中に導

尿ができない場合や、外出中に導尿ができない場合は、間欠

式バルンカテーテルを利用する方法もある（商品名ナイトバ

ルン、株式会社ディブインターナショナル）。また、女性で導

尿困難がある場合は、硬めのカテーテルに変更するとよい

こともある（商品名セフティカテピュールキャスハード、株式

会社クリエートメディック）。

　一方、留置カテーテルが勧められるのは、図3に示した場

合であり、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）を使用する方法も

あり、その場合は、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。

　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。

　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。

　また、カテーテル周囲からの尿漏れの対処としては、カ

テーテル内腔の閉塞が原因であれば、カテーテル交換（通常

２～4週間毎）で対処し、それでも駄目なら膀胱洗浄で対処

する。また、膀胱排尿筋の不随収縮が原因であれば、バルン

カテーテル先端部の短いもの（腎盂カテーテルなど）に変更

したり、抗コリン薬を使用する場合もあるが、カテーテル抜

去を考慮するいいタイミングでもある。

　いずれにしろ、可能な限り早期にカテーテルを抜去したほ

うが良いことを念頭において、治療を行うべきである。

＠
＠

＠
＠

日本海員掖済会門司掖済会病院泌尿器科 部長　山下 博志先生
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図１ 間欠導尿の目的

間欠導尿治療の進め方

●膀胱が過剰に引き伸ばされることを
　予防することで、膀胱内の血流低下を
　防ぎ、機能回復や感染防止を図る。

●膀胱内を低圧に保つことにより、
　膀胱尿管逆流症や腎機能障害を予防する。

●残尿をなくすことで、尿中細菌数の
　増加を防ぎ、腎盂腎炎を防止する。

●膀胱の伸展と縮小を繰り返すことに
　よって、膀胱機能の回復を促進する。｠
●患者や家族のQOLを向上する。

図３ 尿道留置カテーテルを勧める場合
●急性および慢性尿閉の救済で、内科的治療で改善せず、
　外科的治療が選択されないか待機される状態

●神経因性膀胱患者の尿のドレナージの補助で、
　間欠導尿ができない状態

●急性疾患患者の尿量を正確に測定する場合

●腫瘍や血塊などによる閉塞のためにバイパスが必要な場合

●難治性の尿失禁があり、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（最後の手段として）

●重度の尿失禁があり、他の装具の効果がない場合

●終末期患者の不快さやストレスを軽減させたい場合
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　泌尿器科看護は多岐にわたる。人には言いにくい排泄の

問題を抱え、やっとの思いで受診を決意され来院される。泌

尿器科での検査は身体的苦痛、羞恥心を伴うものも少なく

ない。そのような患者に対し私たち看護者は不安苦痛を少

しでも軽減し診療、治療を受けられるよう配慮する必要が

ある。泌尿器科看護は患者に寄り添うケアを最も必要とさ

れる看護のひとつであると考える。

   １.カテーテル挿入前のアセスメント

　医師の指示があるから行うのではなく、何故カテーテル

を挿入するのかなど十分にアセスメントが必要である。原疾

患の有無、全身状態、排尿状態はどうか、体位保持はできる

か、精神状況はどうか、環境はいいかなど総合的にとらえア

セスメントを行う。また、行う前には必ず患者の理解度に合

わせた十分な説明（目的、方法）を行い、手早く安全に行う必

要がある。

   ２.カテーテル挿入について

　尿道口からカテーテルを挿入し膀胱内にその先端を入れ

ることで尿を体外に排出でき、安易に行える処置であるが、

私たちの行為で細菌を体内に入れてしまい感染症を発症さ

せるなどリスクの伴う行為であることも忘れてはならない。

　盲目的に管を挿入するため、どの様なところに挿入する

のか尿道から膀胱までの解剖を理解する必要がある。ま

た、患者の露出は最小限になるよう、バスタオル、布団等で

工夫を行う。

　陰茎を頭の方へ引張り気味に持ち上げるとスムーズに挿

入できる。

   ３.膀胱留置カテーテルについて

　膀胱留置カテーテルのリスクを考え、留置が本当に必要

か、留置されている場合は、抜去できないかを常に疑問に持

ち対応することが重要である。留置されている場合は、安全

に留置できているのか観察を十分に行う。カテーテルの固

定は尿道に不必要な力が加わったり、尿道内でカテーテル

が移動することで尿道や膀胱が傷つかないようにするため、

正しい位置での固定が必要となる。男性の場合は陰茎を頭

部の方向に向け若干の緩みを持たせ固定する。女性の場合

は尿道口に圧迫が加わらないよう、パジャマの場合は左右

の下腹部、浴衣の場合は大腿部に固定し、固定部位は毎日変

更し皮膚の観察を行う。また留置中は清潔の保持、不快感緩

和のために陰部洗浄は毎日行う。石鹸洗浄でカテーテルま

で洗い、排便後は汚染を速やかに除去し陰部洗浄を行う。そ

の際、きちんと留置されているか、カテーテルの屈曲はない

か、尿は流れているか、包皮の腫れはないかも観察を忘れて

はならない。

   ４.自己導尿について

　自己導尿のメリット、デメリットを考慮し、①どの様な生活

スタイルであるか②自己導尿をどこで行うか③カテーテル

の何が合うのか④導尿を行う姿勢は保てるかをアセスメン

トする。また、排尿のアセスメントとして①残尿はどの程度

か②残尿の原因は何か③自排尿はどの程度か④尿意の程

度は？⑤どのような膀胱か考慮する。また、心理、社会的アセ

スメントとして①導尿に対する思い②支援者の有無（支援者

の思い）③経済的負担を考慮する。また自己導尿手技だけで

はなく、排尿記録のつけ方の指導も行う。排尿記録は自己導

尿を離脱できるかの判断材料となる重要なツールであるこ

とを患者へ説明し必要性を理解させる必要がある。
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テーマ：導尿・カテーテル・残尿
　　　 （実践を中心に）
第38回
高齢者排泄ケア講習会 
平成26年２月15日（土）
福岡国際会議場 カテーテル操作の実践・看護手技

留置カテーテルと
　 尿路感染について

　留置カテーテルによる尿路感染症にはカテーテル関連無

症候性細菌尿（Catheter associated asymptomatic 

bacteriuria:CA-ASB）とカテーテル関連尿路感染症

（Catheter associated urinary tract infection：CA-UTI）が

ある。後者は発熱や悪寒、血尿、排尿痛、意識レベルの低下

など種々の症状を伴う。

感染の点からカテーテル留置においては、大きく４つの視点

や立場があると思われる（図１）。１）個々の症例が、カテー

テル留置から、重症の尿路敗血症に至らないようにするた

めの管理（CA-UTIを発症させない管理）、２）留置症例から

院内感染を伝播させない管理(CA-ASBを適切にコントロー

ルすること)。さらに、施行される留置カテーテルが、３）短期

間留置を目的とするのか、４）長期留置として管理するのか

を、最初に意識することで、これら４つの視点は、相互に重な

ることも多い。

　短期留置では、カテーテル内の閉鎖システムを壊さない努力

が必要で、尿検体の提出や、採尿の際に無菌的に行う手技は

重要である。閉鎖ドレナージシステムでは、短期間留置におい

ては、開放式にくらべ細菌尿の頻度は明らかに異なる（図２）。

　留置カテーテルに伴う尿路感染症の本体はバイオフィル

ムである。菌は宿主の白血球貪食機構や抗菌薬の殺菌作用

を回避している。この状態で混濁改善目的などの安易な抗

菌薬投与は、完全な除菌は得られず、耐性菌を生み出すこと

になる。

　バイオフィルムの発生を出来るだけ低くするためには、カ

テーテルの種類やコーティングに対する知識が必要で、留

置するカテーテルの材質に関心を持たないままでは、適切な

尿路管理は難しいといえる。現在多く用いられる、ラテック

スゴムとシリコン素材では、前者は柔軟で適切な強度を持

つが、ラテックスアレルギーには用いられない。後者は内腔

が広く、閉塞は少なく結石は生じにくいが、弾力性が弱く、尿

道粘膜への刺激は前者より強く、その損傷が生じやすい。さ

らに半透膜素材のため、バルーンの蒸留水が抜けたりするこ

ともある（図３）。カテーテルが親水性コーティングをされる

と、尿道粘膜への機械的損傷が抑制され、さらに銀コーティ

ングは、菌の付着を抑え、バイオフィルムの形成が抑えられ

る。従って最初から短期留置の予定であれば、親水性、銀

コーティングがなされた、閉鎖式ドレナージカテーテルセッ

トが勧められる。しかし、このような注意を払っても、最終的

に３０日たてば、ほぼ１００％細菌尿が発生する（図２）。その

ために、注意喚起システム（reminder システム）を介した、看

護師サイドを主体とした早期留置抜去のアセスメントが必

要と思われる。

　一方長期カテーテル留置においては、細菌尿を回避する

ことは困難である。カテーテル尿は、混濁に相当する、白血

球や粘膜、リン酸マグネシウムアンモニウム塩に加え、その

中にグラム陽性球菌、陰性桿菌、真菌が充満していることを

絶えず意識して、これらを環境や他の症例に伝搬させない

標準予防策の徹底が必要である。また個々の症例において

は、カテーテル閉塞がバイオフィルムからの浮遊菌の放出に

なり、ここから有熱性、症候性の感染症に進展することにな

る。何らかの原因で基礎疾患の除去が困難な症例では、尿

路感染の持続を容認し、尿流動態を確保することを尿路管

理の基本とするべきである。1）
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図１ カテーテル挿入のテクニック 男性編
●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

  本来ならば毎日つけてもらうのが望ましいが、患者の負担になるため、
最低３日分は記録してもらうよう説明する。

   ３日分……①自己導尿導入初期
          　　  ②自己導尿に慣れた時期
          　　  ③次回受診日に近い時期……が望ましい
※排尿記録は自己導尿継続の必要性や
   回数の再設定を判断する材料になるため重要である。
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要がある。
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せるなどリスクの伴う行為であることも忘れてはならない。

　盲目的に管を挿入するため、どの様なところに挿入する

のか尿道から膀胱までの解剖を理解する必要がある。ま

た、患者の露出は最小限になるよう、バスタオル、布団等で

工夫を行う。

　陰茎を頭の方へ引張り気味に持ち上げるとスムーズに挿

入できる。

   ３.膀胱留置カテーテルについて

　膀胱留置カテーテルのリスクを考え、留置が本当に必要

か、留置されている場合は、抜去できないかを常に疑問に持

ち対応することが重要である。留置されている場合は、安全

に留置できているのか観察を十分に行う。カテーテルの固

定は尿道に不必要な力が加わったり、尿道内でカテーテル

が移動することで尿道や膀胱が傷つかないようにするため、

正しい位置での固定が必要となる。男性の場合は陰茎を頭

部の方向に向け若干の緩みを持たせ固定する。女性の場合

は尿道口に圧迫が加わらないよう、パジャマの場合は左右

の下腹部、浴衣の場合は大腿部に固定し、固定部位は毎日変

更し皮膚の観察を行う。また留置中は清潔の保持、不快感緩

和のために陰部洗浄は毎日行う。石鹸洗浄でカテーテルま

で洗い、排便後は汚染を速やかに除去し陰部洗浄を行う。そ

の際、きちんと留置されているか、カテーテルの屈曲はない

か、尿は流れているか、包皮の腫れはないかも観察を忘れて

はならない。

   ４.自己導尿について

　自己導尿のメリット、デメリットを考慮し、①どの様な生活

スタイルであるか②自己導尿をどこで行うか③カテーテル

の何が合うのか④導尿を行う姿勢は保てるかをアセスメン

トする。また、排尿のアセスメントとして①残尿はどの程度

か②残尿の原因は何か③自排尿はどの程度か④尿意の程

度は？⑤どのような膀胱か考慮する。また、心理、社会的アセ

スメントとして①導尿に対する思い②支援者の有無（支援者

の思い）③経済的負担を考慮する。また自己導尿手技だけで

はなく、排尿記録のつけ方の指導も行う。排尿記録は自己導

尿を離脱できるかの判断材料となる重要なツールであるこ

とを患者へ説明し必要性を理解させる必要がある。
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留置カテーテルと
　 尿路感染について

　留置カテーテルによる尿路感染症にはカテーテル関連無

症候性細菌尿（Catheter associated asymptomatic 

bacteriuria:CA-ASB）とカテーテル関連尿路感染症

（Catheter associated urinary tract infection：CA-UTI）が

ある。後者は発熱や悪寒、血尿、排尿痛、意識レベルの低下

など種々の症状を伴う。

感染の点からカテーテル留置においては、大きく４つの視点

や立場があると思われる（図１）。１）個々の症例が、カテー

テル留置から、重症の尿路敗血症に至らないようにするた

めの管理（CA-UTIを発症させない管理）、２）留置症例から

院内感染を伝播させない管理(CA-ASBを適切にコントロー

ルすること)。さらに、施行される留置カテーテルが、３）短期

間留置を目的とするのか、４）長期留置として管理するのか

を、最初に意識することで、これら４つの視点は、相互に重な

ることも多い。

　短期留置では、カテーテル内の閉鎖システムを壊さない努力

が必要で、尿検体の提出や、採尿の際に無菌的に行う手技は

重要である。閉鎖ドレナージシステムでは、短期間留置におい

ては、開放式にくらべ細菌尿の頻度は明らかに異なる（図２）。

　留置カテーテルに伴う尿路感染症の本体はバイオフィル

ムである。菌は宿主の白血球貪食機構や抗菌薬の殺菌作用

を回避している。この状態で混濁改善目的などの安易な抗

菌薬投与は、完全な除菌は得られず、耐性菌を生み出すこと

になる。

　バイオフィルムの発生を出来るだけ低くするためには、カ

テーテルの種類やコーティングに対する知識が必要で、留

置するカテーテルの材質に関心を持たないままでは、適切な

尿路管理は難しいといえる。現在多く用いられる、ラテック

スゴムとシリコン素材では、前者は柔軟で適切な強度を持

つが、ラテックスアレルギーには用いられない。後者は内腔

が広く、閉塞は少なく結石は生じにくいが、弾力性が弱く、尿

道粘膜への刺激は前者より強く、その損傷が生じやすい。さ

らに半透膜素材のため、バルーンの蒸留水が抜けたりするこ

ともある（図３）。カテーテルが親水性コーティングをされる

と、尿道粘膜への機械的損傷が抑制され、さらに銀コーティ

ングは、菌の付着を抑え、バイオフィルムの形成が抑えられ

る。従って最初から短期留置の予定であれば、親水性、銀

コーティングがなされた、閉鎖式ドレナージカテーテルセッ

トが勧められる。しかし、このような注意を払っても、最終的

に３０日たてば、ほぼ１００％細菌尿が発生する（図２）。その

ために、注意喚起システム（reminder システム）を介した、看

護師サイドを主体とした早期留置抜去のアセスメントが必

要と思われる。

　一方長期カテーテル留置においては、細菌尿を回避する

ことは困難である。カテーテル尿は、混濁に相当する、白血

球や粘膜、リン酸マグネシウムアンモニウム塩に加え、その

中にグラム陽性球菌、陰性桿菌、真菌が充満していることを

絶えず意識して、これらを環境や他の症例に伝搬させない

標準予防策の徹底が必要である。また個々の症例において

は、カテーテル閉塞がバイオフィルムからの浮遊菌の放出に

なり、ここから有熱性、症候性の感染症に進展することにな

る。何らかの原因で基礎疾患の除去が困難な症例では、尿

路感染の持続を容認し、尿流動態を確保することを尿路管

理の基本とするべきである。1）
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   ３日分……①自己導尿導入初期
          　　  ②自己導尿に慣れた時期
          　　  ③次回受診日に近い時期……が望ましい
※排尿記録は自己導尿継続の必要性や
   回数の再設定を判断する材料になるため重要である。

ラテックスアレルギーに注意
柔軟で、適切な強度
不意な破裂や滅菌水の
自然抜去が少ない

図２ カテーテル挿入のテクニック

第２指

第１指

第４指第５指 引っ張る

第３指

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

図３ 排尿記録用紙



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/

講習会 受講申込方法

平成26年度 高齢者排泄ケア講習会のご案内  ※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。

● 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け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ません。当日の申込は受け付けており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/）でも申込を受け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39回高齢者排泄ケア講習会
会　場：福岡国際会議場　テーマ：尿失禁
日　時：平成26年4月19日(土)15：00 ～17：00
参加費：1,000円

第40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
日　時：平成26年7月25日(金) 19：00～21：00
参加費：1,000円

第41回高齢者排泄ケア講習会
会　場：KKRホテル博多　テーマ：認知症
日　時：平成26年11月28日（金）19：00～21：00
参加費：1,000円

第42回高齢者排泄ケア講習会
会　場：未定 　テーマ：創傷ケア（褥瘡を中心に）
日　時：平成27年2月or 3月
　　　　 ※日付未定（土）14：00～17：00
参加費：未定
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創立10周年記念祝賀会
　さる平成25年10月12

日（土）18:00より西鉄

グランドホテルにて創立

10周年祝賀会が開催さ

れた。

　平成15年に福岡市介

護保険事業者協議会に

登録している事業所にて高齢者の排尿管理を調査し、そ

の現状を知ってこれはどうにかしなくてはならないと、そ

の年の8月に福岡高齢者排泄改善委員会を設立して早い

もので10年という月日が経っている。「排尿」ではなく「排

泄」にしたのは、患者や家族にとって排尿も排便も同じ排

泄であるという指摘があったからである。

　まず看護師など実際の世話をしている人達を啓発する

為に、排泄ケア講習会を年４回程度開催した。第1回は

H16年2月7日で直近のH25年11月22日で37回を数え

る。最初は20人～30人の参加者であったが、現在は常に

100人以上が参加する盛況である。又、すべて老化による

仕方ないものではなく、多くは病気として取扱って治療す

ると、改善する事を市民に知ってもらえればと、市民公開

講座を年１回程度開催している。第１回をH16年10月30

日で祝賀会当日の10月12日も14:00よりイムズホールで

開催し、300人弱の参加者を得ている。

　10年間長いようで短くもあり、この間福岡市保健福祉局

や市医師会など、多くの人々 にお世話になったので、これを１

つの区切りとして懇親会を開かせていただいた。当日は原三

信病院 柳迫副部長に司会をお願いし、山口副理事長にこの

10年の歩みをわかりやすく話してもらい、私の理事長挨拶

の後、内藤誠二先生（日本泌尿器科学会理事長）、長柄均先

生（福岡市医師会副会長）、下川祥二様（福岡市保健福祉局

健康医療部部長）に祝辞をいただき、荒木理事の乾杯にて

祝宴となりました。排泄問題に取り組む医師、看護師、ホーム

ヘルパーなどいろいろな職種の方々に集まってもらい、情報

交換を行わせていただきました。超高齢社会を迎え、毎日の

生活の問題として、排泄をどのように取り扱っていくか、考え

させられた時間でした。今後ともこの委員会の活動に前向

きに取り組んでまいりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろし

くお願い致します。

理事長　宮﨑　良春


