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市民公開講座
第39・40回高齢者排泄ケア講習会

4/19（土）・7/25（金）
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！

ニュースソース概要
第39回高齢者排泄ケア講習会　テーマ ： 尿失禁
日　時 ： 平成26年4月19日（土）14：50～17：00　会　場 ： 福岡国際会議場 　参加者 ： 67名　
座　長 ： 関 成人先生（公立学校共済組合九州中央病院泌尿器科 部長）
講　師 ： 今丸 満美先生（日本コンチネンス協会 九州支部長／有限会社エルム 代表）
　　　　井上 勝己先生（たかの橋中央病院泌尿器科 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・小野薬品工業株式会社
後　援 ： 福岡市泌尿器科医会・福岡市医師会・福岡県看護協会

第40回 高齢者排泄ケア講習会　テーマ ： 高齢者の尊厳ある暮らしを支える物創り

日　時 ： 平成26年7月25日（金）19：00～21：00　会　場 ： 福岡国際会議場　参加者 ： 120名　
座　長 ： 荒木 靖三先生（大腸肛門病センター くるめ病院 院長）
講　師 ： 石井 賢俊先生（有限会社 NIDOインダストリアルデザイン事務所 代表取締役 工業デザイナー）
　　　　 中野 友貴先生（長野医療生活協同組合 長野中央病院 副院長／リハビリテーション科）
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 ： 福岡市泌尿器科医会・福岡市医師会・福岡県看護協会

～ＱＯＬを高める排泄ケアを目指して～
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　高齢者下部尿路機能障害の原因は泌尿器科領域の問題

だけでなく、ADLの低下や併存する慢性疾患、服薬状況など

生活全般に及び、その対応には診療科を超えた連携とケア

が求められるため、看護職や介護職の役割も重要である。約

500人の看護師への排泄ケアに関するアンケート調査結果

では、自己効力感が50%以下で自信を持てずに行っている

排泄ケア行為のワースト5は、「骨盤底筋訓練を指導するこ

とができる」、「尿失禁のタイプを診断できる」、「尿失禁のタ

イプ別に適切な対処を行うことができる」、「尿失禁の種類

と原因を説明することができる」、「残尿の発生要因と残尿

による問題を説明できる」であった。排尿アセスメントの基

本的事項に自信がなく、実際の排泄ケアは経験的な知識の

もとに行われており、専門的知識に基づいた的確な排尿ア

セスメントを行えるような人材の育成や看護師全体のスキ

ルアップが必要と思われた。

　高齢者の下部尿路障害は運動機能障害、認知力、家族を

含めた環境的問題なども大きく関与するため、下部尿路障

害の内服療法のみでは排尿症状やQOLが改善しないこと

が多い。したがって、高齢者下部尿路障害の治療やケアには

下部尿路障害以外の要因を含めた全人的に患者の病態を

把握し、これをもとに行動療法や生活指導などの患者指導

が極めて重要である。

　過活動膀胱に対する行動療法には生活指導、膀胱訓練、

理学療法、排泄介助などが挙げられる。排尿は生活習慣に密

接に関与しているため、生活指導内容は日常生活に即する

ように排尿記録に基づくことが望ましい。1日尿量が多く多

尿傾向ならば、過剰な水分摂取やカフェイン摂取の抑制に

より頻尿・切迫性尿失禁の改善が期待できる可能性がある。

しかしながら、夜間頻尿は膀胱容量の低下、夜間多尿、睡眠

障害などの要素が複雑に関与しているため、ひとつの生活

指導では期待ほどの臨床効果が得られないこともある。

　尿意切迫感の強い人は尿失禁が心配で、漏れないように

早めにトイレへ行こうとしている。これは膀胱を広げる機会

スライド２

　私達専門職は、排泄ケアにかかわる際、今その方の排尿状

態がどのように正常ではなくなっているのかということを正

しくとらえ、治療が可能であればその選択肢も含め、本人や

家族が望む状態を整えていく必要がある。そのためには、一

人一人の排泄状態について、きちんとアセスメントし、ただ

単におむつを外せばよいという安易なケアにとどまらない

ように知識、技術の提供を行わなければならない。

　まず、正常を振り返り、正常が保てなくなっている状態

は何かを確認する。さらにその状況は、どのような変化が

起こったため考えられるのか、既往歴、合併症、生活状況な

どあらゆる面から想定し、必要に応じ専門医の受診やコン

サルテーション、あるいは環境整備などにつなげなければ

ならない。介護施設や在宅でのケアにあたる場合、専門医

の受診やコンサルテーションは困難な場合もあるが、介護

職であっても排泄状態の基本は学生の時にすでに学んで

いることから、移乗の確認は可能であると思われる。その

確認をもって、専門医の受診まではなくともかかりつけ医

と相談し、状況を整えていけるような知識や技術の構築を

進めていけると、徐々に良い排泄手段の提供につながると

思われる。

　例えば、腰椎圧迫骨折で入院後、神経因性膀胱の為膀胱

留置カテーテルのまま退院されたとする。この場合、よくあ

るのは、病院から留置されて帰ってきたから、今後もそのま

ま経過をたどることになり、尿路感染を繰り返したり、カ

テーテル閉塞を繰り返したりする。その度に抗生剤投与や、

カテーテル交換が行われるが、果たしてカテーテル留置を

続けなければならないのであろうか？腰椎圧迫骨折で入院

していたのは少なくとも泌尿器科ではないことが予想され

る。では、神経因性膀胱はどのような確認を行ったうえで出

されたことなのか？できればこの辺に疑問を持ち、もう一度

その方の膀胱・尿道の機能を確認してはどうであろうか。そ

こで、正しい診断が確認できれば、カテーテルを留置するこ

と以外、いくつかの排泄手段が考えられるのではないか。そ

の中から本人や家族を含めた一番望ましい排泄手段の選択

を行い、必要に応じ指導し、快適な生活を提供できることが

望ましい。

　膀胱・尿道の機能を確認する際に、残尿があるか否かの確

認は必須であると考える。残尿測定は、従来導尿を行い確認

していた為、医療者でなければ行えなかったが、最近では地

超音波で簡易的に測定できる「ゆりりん」や「ブラッダース

キャン」などがあり、介護の現場でも容易に測定できる。この

ような機器の活用も検討していかなければならない。

　また、他職種が連携し、個々の情報を共有することで、よ

り良いケアにつなげることができる。そのためには、どのよ

うな職種とも連携が取れるように、コミュニケーションスキ

ルも訓練しておくとさらに良い結果を期待できる。

たかの橋中央病院　泌尿器科　部長　 井上 勝己先生日本コンチネンス協会 九州支部長／有限会社エルム 代表  今丸 満美先生

高齢者下部尿路症状に向き合うために
～排尿記録と生活指導～

アセスメントに基づいた
　　正しい排泄ケアのすすめ

を自ら消し次第に膀胱は小さくなり、頻尿が悪化し尿失禁を

来すようになる。

　膀胱訓練は尿意を少しずつ我慢し排尿間隔を延長するこ

とにより膀胱容量を増加させる方法で、過活動膀胱に対す

る有効な能動的行動療法である。膀胱訓練を効果的に施行

するには本人のモチベーションを高め、継続する意欲を失わ

せないように支援することが肝要である。そのためには、ま

ず、排尿機能、尿失禁・尿禁制のメカニズムなどについて本人

にくわしく説明し理解が得られることが必要である。その点

からも理解力があり治療意欲が明確な方が適応対象とな

る。1回排尿量の目標を設定し、排尿記録をつけながら15～

60分単位で排尿間隔の延長を実行し、最終的な排尿間隔が

2～3時間になるように訓練を行う。そして訓練の成果を再

吟味し、効果があればさらに励みを起こすことでいっそう優

れた効果を導く陽性強化が必要不可欠である。

　この膀胱訓練法は高齢在宅要支援者に対しても有効で、

介護支援専門員が膀胱訓練を中心とした生活指導を試みた

ところ、膀胱訓練後3カ月より改善傾向が出現し、1年後には

平均排尿回数は昼間で7.6回から5.6回、夜間で2.4回から

1.6回へ減少し、平均最大排尿量も297mlから389mlと増大

した。このように、介護・看護の段階で排泄の問題に積極的

に取り組むことは、排尿状態の変化を介護支援者と共有し

陽性強化にもつながり、高齢者の下部尿路障害の予防や改

善への糸口になるのではないかと考えられた。

頻尿が進むと尿失禁につながる
尿失禁のある人は、尿失禁が心配で
早めにトイレへ行こうとしています。

これは膀胱を広げる機会を自ら消しています。
次第に膀胱はさらに小さくなり、
頻尿は悪化し、尿失禁を来す。

膀胱訓練で膀胱をのばしましょう！

第39回
高齢者排泄ケア講習会 
平成26年4月19日（土）
福岡国際会議場

テーマ：尿失禁

スライド１

自信を持てずに行っている行為

Q20. 骨盤底筋訓練を指導することができる。 40.7%
Q8.   尿失禁のタイプを診断できる。                              41.1%
Q12. 尿失禁のタイプ別に適切な対処を行うことができる。  43.9%
Q7.   尿失禁の種類と原因を説明することができる。         47.2%
Q11. 残尿の発生要因と残尿による問題を説明できる。　  48.3%

Q27. 尿道留置カテーテル抜去が
　　  可能かどうか判断することができる。   60.6%

自己効力感が50%以下の項目

▼

▼

スライド３
膀胱訓練のやり方

●1回排尿量の目標を設定。
●排尿記録をつけながら15～60分単位で排尿間隔の延長を実行
　患者さんへ指導 
　●尿意をがまんし、尿意が落ち着いたらトイレに行きましょう。
　●5分間ぐらいのがまんから始めましょう。
　●まずは排尿記録の最大尿量を目標に、
　    2時間ぐらい排尿間隔があくように。
＜訓練の成果を再吟味＞
　効果があれば、さらに励ましで、いっそう優れた効果を導く、
　陽性強化が重要。

スライド１

排尿障害とは 正常が保てなくなっている状態

スライド２

何が起こっているか

スライド３
考えられること

●膀胱容量が異常に少ない・多い
●残尿がある
●夜間眠れていない、
　ホルモン異常
●飲水量が多すぎる・
　少なすぎる
●膀胱・尿道の協調不全
●膀胱収縮力低下
●尿道の狭窄
●尿道括約筋・骨盤底筋の脆弱

●100ml以下、500ml以上
●10回以上（夜間３回以上）
●一日の尿量　500ml以下
●我慢がきかない
●すぐに出ない
●出し終わるまでに
　時間がかかる
●残尿感、すっきりしない
●漏れる

●１00ｍｌ以下、500ｍｌ以上
●10回以上（夜間３回以上）
●一日の尿量　500ｍｌ以下
●我慢がきかない
●すぐに出ない
●出し終わるまでに
　時間がかかる
●残尿感、すっきりしない
●漏れる

排尿障害
●１回尿量　200～500ml
●１日の回数　８回～10回
　（夜間　１～２回以内）
●１日の尿量
　1000～1500ｍｌ
●我慢がきく
●いつでも出せる
●25秒くらいで出せる
●残尿がない
●漏れない

正常な排尿

●萎縮膀胱
●神経因性膀胱
●前立腺肥大症
●糖尿病
●過活動膀胱
●溢流性尿失禁
●腹圧性尿失禁

●膀胱容量が異常に少ない・多い
●残尿がある
●夜間眠れていない、
　ホルモン異常
●飲水量が多すぎる・少なすぎる
●膀胱・尿道の協調不全
●膀胱収縮力低下
●尿道の狭窄
●尿道括約筋・
　骨盤底筋の脆弱
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　また、他職種が連携し、個々の情報を共有することで、よ

り良いケアにつなげることができる。そのためには、どのよ

うな職種とも連携が取れるように、コミュニケーションスキ

ルも訓練しておくとさらに良い結果を期待できる。

たかの橋中央病院　泌尿器科　部長　 井上 勝己先生日本コンチネンス協会 九州支部長／有限会社エルム 代表  今丸 満美先生

高齢者下部尿路症状に向き合うために
～排尿記録と生活指導～

アセスメントに基づいた
　　正しい排泄ケアのすすめ

を自ら消し次第に膀胱は小さくなり、頻尿が悪化し尿失禁を

来すようになる。

　膀胱訓練は尿意を少しずつ我慢し排尿間隔を延長するこ

とにより膀胱容量を増加させる方法で、過活動膀胱に対す

る有効な能動的行動療法である。膀胱訓練を効果的に施行

するには本人のモチベーションを高め、継続する意欲を失わ

せないように支援することが肝要である。そのためには、ま

ず、排尿機能、尿失禁・尿禁制のメカニズムなどについて本人

にくわしく説明し理解が得られることが必要である。その点

からも理解力があり治療意欲が明確な方が適応対象とな

る。1回排尿量の目標を設定し、排尿記録をつけながら15～

60分単位で排尿間隔の延長を実行し、最終的な排尿間隔が

2～3時間になるように訓練を行う。そして訓練の成果を再

吟味し、効果があればさらに励みを起こすことでいっそう優

れた効果を導く陽性強化が必要不可欠である。

　この膀胱訓練法は高齢在宅要支援者に対しても有効で、

介護支援専門員が膀胱訓練を中心とした生活指導を試みた

ところ、膀胱訓練後3カ月より改善傾向が出現し、1年後には

平均排尿回数は昼間で7.6回から5.6回、夜間で2.4回から

1.6回へ減少し、平均最大排尿量も297mlから389mlと増大

した。このように、介護・看護の段階で排泄の問題に積極的

に取り組むことは、排尿状態の変化を介護支援者と共有し

陽性強化にもつながり、高齢者の下部尿路障害の予防や改

善への糸口になるのではないかと考えられた。

頻尿が進むと尿失禁につながる
尿失禁のある人は、尿失禁が心配で
早めにトイレへ行こうとしています。

これは膀胱を広げる機会を自ら消しています。
次第に膀胱はさらに小さくなり、
頻尿は悪化し、尿失禁を来す。

膀胱訓練で膀胱をのばしましょう！

第39回
高齢者排泄ケア講習会 
平成26年4月19日（土）
福岡国際会議場

テーマ：尿失禁

スライド１

自信を持てずに行っている行為

Q20. 骨盤底筋訓練を指導することができる。 40.7%
Q8.   尿失禁のタイプを診断できる。                              41.1%
Q12. 尿失禁のタイプ別に適切な対処を行うことができる。  43.9%
Q7.   尿失禁の種類と原因を説明することができる。         47.2%
Q11. 残尿の発生要因と残尿による問題を説明できる。　  48.3%

Q27. 尿道留置カテーテル抜去が
　　  可能かどうか判断することができる。   60.6%

自己効力感が50%以下の項目

▼

▼

スライド３
膀胱訓練のやり方

●1回排尿量の目標を設定。
●排尿記録をつけながら15～60分単位で排尿間隔の延長を実行
　患者さんへ指導 
　●尿意をがまんし、尿意が落ち着いたらトイレに行きましょう。
　●5分間ぐらいのがまんから始めましょう。
　●まずは排尿記録の最大尿量を目標に、
　    2時間ぐらい排尿間隔があくように。
＜訓練の成果を再吟味＞
　効果があれば、さらに励ましで、いっそう優れた効果を導く、
　陽性強化が重要。

スライド１

排尿障害とは 正常が保てなくなっている状態

スライド２

何が起こっているか

スライド３
考えられること

●膀胱容量が異常に少ない・多い
●残尿がある
●夜間眠れていない、
　ホルモン異常
●飲水量が多すぎる・
　少なすぎる
●膀胱・尿道の協調不全
●膀胱収縮力低下
●尿道の狭窄
●尿道括約筋・骨盤底筋の脆弱

●100ml以下、500ml以上
●10回以上（夜間３回以上）
●一日の尿量　500ml以下
●我慢がきかない
●すぐに出ない
●出し終わるまでに
　時間がかかる
●残尿感、すっきりしない
●漏れる

●１00ｍｌ以下、500ｍｌ以上
●10回以上（夜間３回以上）
●一日の尿量　500ｍｌ以下
●我慢がきかない
●すぐに出ない
●出し終わるまでに
　時間がかかる
●残尿感、すっきりしない
●漏れる

排尿障害
●１回尿量　200～500ml
●１日の回数　８回～10回
　（夜間　１～２回以内）
●１日の尿量
　1000～1500ｍｌ
●我慢がきく
●いつでも出せる
●25秒くらいで出せる
●残尿がない
●漏れない

正常な排尿

●萎縮膀胱
●神経因性膀胱
●前立腺肥大症
●糖尿病
●過活動膀胱
●溢流性尿失禁
●腹圧性尿失禁

●膀胱容量が異常に少ない・多い
●残尿がある
●夜間眠れていない、
　ホルモン異常
●飲水量が多すぎる・少なすぎる
●膀胱・尿道の協調不全
●膀胱収縮力低下
●尿道の狭窄
●尿道括約筋・
　骨盤底筋の脆弱
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　排泄は誰もが最後まで自分で行いたいと願う日常生活行

為である。

　私は約50年前から工業デザインの立場から特に排泄行

為の自立度を高める用具の研究開発に関わってきた結果、

その人に適用した用具を活用するとその人の排泄の質が明

らかに高くなることがわかった。すなわちその人の排泄の自

立度が増加する、介護者の労力が軽減することによって生

活の質が向上することに用具が役立てる、良い用具はその可

能性を秘めることに確信を持つことができた。

　排泄障害を持つ人が排泄用具を活用することで以下のよ

うなメリットが期待できる。

1 人の尊厳を守ることができる。

2 排泄の自立度を高めて生活を活性化できる。

3 不適切なオムツを外すことができる。

4 陰部の衛生性を保持できる。

5 排泄に関わる２次障害を予防できる。

6 介護者の負担を軽減できる。

　排泄用具は尿や下痢便などを漏らさずに用具に収める目

的を持つが、身体部位と用具との密着度が不十分だと漏れが

発生しやすい。排泄用具の開発では個別性が高い排泄器官、

排泄生理、排泄動作にある人間工学的要素を収集したデータ

から本質的要素を抽出して標準化した秩序を作り、再び多く

の人の個のニーズに適合できる用具にデザインして量産製品

として社会化することが基本的課題となる。（図１）では63人

の寝たきり高齢女性の矢状断面上の外尿動口、膣口、肛門の

測定面からの高さと前後位置の計測値を集積した表である。

　福祉用具のデザインでは、用具の機能を視覚的、触覚的に

美しい形状にしてユーザーが本来持っている能力を導き出

すアフォーダンス性を持たせるワークを重視したい。排泄は

生理的要求であるが、その行為には心理的要素が影響する。

通常は緊張が強い状態で快適な排泄はできない。（図２）の

差込式便器はやや大振りなサイズをゆったりとした曲面の

構成で統一して、浣腸時の多量の便でもしっかり受け止めら

れることを視覚的に発信して使用者が安心して排泄できる

ようにデザインを心がけた。勿論適切な寸法を設定してあ

る。更に臀部を乗せる台は寝たきり者の仙骨部の変形によ

る集中圧を分散する凹曲面をデザインして仰臥位で排便す

る時の痛みを軽減してある。上部のグリップは介助で使用

するものだが、側面に空けた孔は自立使用するためのグリッ

プである。

　現在、排泄用具は百数種市場に出ているが、各使用者の

適応をアセスメントしつつ選択した用具を活用する支援法

が必要である。本人の生活環境、意思、知的能力、介護力、

排泄に関わる能力、身体的動作、姿勢保持能力、手の操作

レベルなどが主なアセスメントポイントといえる。（図３）

は横軸に排泄機能、縦軸にADLレベルを記してその交点

に標準的に使用される可能性が高い用具を配した図表で

ある。排泄行為の自立化は排泄障害と高次脳機能障害か

らくる焦り、さらに羞恥心、自尊心が混入した状況で行わ

れるので支援者側は、始めは失敗して当たり前という心構

えと、失敗したときに本人が精神的窮地におちいらない配

慮（適切な声かけや腰下に防水シートをしいておくなど）を

もって支援していきたい。

　脳卒中リハビリに始まり、回復期、老健にかかわりなが

ら、排泄自立の取り組みが大切であることを確認してきた。

　排泄自立の取り組みの中で大切なポイントがある。それ

は体力づくり、環境づくり、おむつ外しの３点である。

１）体力がなければ自分で排泄するという動作を完結でき

ない。30年程前から立ち上がり訓練に取り組んでき

た。取り組む前と比べて、明らかに患者は起き上がれる

ようになり、立ち上がれるようになりADLの改善が進

んだ。病棟でも、老健でも、デイサービスでも毎日集団

での立ち上がり訓練に取り組み、個別で行う在宅自主

トレメニューとしても強調している。

２）環境づくりで大事なのは病棟のベッドの移乗用の手す

りだ。移乗用手すりはベッドから90度外側に張り出し

たスタイルが一般的で、我々はまず、ベッド柵穴に差し

込み、床に支柱を立てて踏ん張る『らくらく手すり』を

作った。堅固に固定されている安定感と取り付けやす

さ、そして安価であることがセールスポイントだった。

その次に『らくらく手すり』に前手すり部分がついた

「スーパーらくらく手すり」を作ってきた。これはベッド

に端坐位になった時に健側と前に手すりがある仕組み

で、前の手すりと、健側の手すりを持つことで立って移

乗することを安定させ、結構重度障害者でも移乗が可

能となる。今、病棟の６割のベッドに『スーパーらくらく

てすり』がついている。さらに現在は、スーパーを支柱

にしてそこにクッションや膝折れ防止グッズを付けた

り、フットストッパーを付けるなど様々な工夫をしてい

る。障害の状態に見合った手すりを用意し、ポータブル

トイレをセットし、様々なオプショングッズを付けるこ

とで一人一人のマイトイレを作ることができた。前手す

り型車いすトイレ、滑るwalkerも環境、道具作りでは重

要なターニングポイントになった。

３）おむつ外しは「オムツパトロールの時に失禁していても、

していなくてもポータブルトイレに誘導」している。病棟

トイレに連れて行く介護量が軽減できる。他人の手を借

りずに自分からマイトイレで排泄行動を行うことは患者

　  の自立心を生み出し、主体者としてのエネルギーを発揮

させる。ポータブルトイレ自立者の7割以上が車いす自

立に進み、さらにその7割以上が歩行自立に進む。ポータ

ブルトイレ自立、その次は車いすトイレ自立、そして歩行

でのトイレ自立にすすむステップを初級から中級、上級

に進むように段階を追って進むのである。

　　 ポータブルトイレ使用について可としない方針をと

るところもある。「＊大部屋は食事もする生活の場、そ

こでの排泄は避けたい」という意見がある。食事は食

堂で行う、大部屋ではオムツも替える、排泄は大事な治

療の一環でマイトイレを作る空間は他にはない。「＊音

や臭いがしてプライバシーが守れない」という意見に

ついて。大部屋はもともとプライバシーを守るには限

界がある、そういう制約の中にいることを患者は理解

し、お互い様と割り切って訓練の場であることを受け

入れている。「＊ポータブルトイレを重視するあまり離

床が遅れるのではないか」という意見について。離床と

は矛盾しない、離床中の排泄時に自立していない病棟

トイレに誘導するのかマイトイレに誘導するかの方針

の違いだけです。

４）病院や施設では患者がベッドから離れるとき転倒のリス

クが付きまとう、我々はこのマイトイレ環境を作ることで

転倒、骨折の数を減らしてきた。骨折数を転倒数で割った

骨折率は13年間合計で0.81%という低さである。排泄自

立と転倒の研究は表裏の関係にあると考えてよい。

＠
＠

＠
＠

長野医療生活協同組合 長野中央病院 副院長／リハビリテーション科　中野 友貴先生

自立重視型排泄アプローチ
 ～排泄自立に向けたリハビリテーション～

ニドインダストリアルデザイン事務所 代表取締役 工業デザイナー　石井賢俊先生

排泄用具の開発と適用方法
第40回
高齢者排泄ケア講習会 
平成26年7月25日（金）
福岡国際会議場

テーマ：排便

自立使用もできる差込式便器
仙骨部周辺の形状の石膏型

図2

図3

スライド1

文献：「脳卒中リハビリテーション」第3版、医歯薬 2013

スライド3

歩行自立してトイレに（上級）

車イス操作が自立すると車イストイレ自立に（中級）

ベッド動作が自立するとポータブルトイレ自立に（初級）

移動動作が進歩するに従って、排泄自立レベルが初級
レベルから中級、そして上級レベルにステップアップして
いく排泄アプローチが「自立重視型排泄アプローチ」。

自立重視型排泄アプローチ

お問い合わせは tel026-234-3211
長野中央病院リハ科 中澤課長まで

一体型「スーパーらくらく手すり」
タイスコードを取り、

介護レンタル可能とし、普及中

体力
づくり

環境
整備

おむつ
外し

排泄自立の
取り組み
３本の
柱

●63人の寝たきり女性高齢者の
　仰臥位における外尿動口
　他の位置計測値

図1

石膏で採取した
腰部のネガ形態、
特に腰部の変型
の著しい高齢者
を、排泄時の体位
に抱いて、微温湯
で溶いて表面に薄
い塩ビシートを
張った石膏液上
に乗せて、腰部の
型を16人採取した

38才 66kg
健常者 男性
腰殿部が滑らかな
曲面である

70才 30kg 女性
殿部の形態が極度
に左右非対称である

80才 26kg 女性
病的変型が顕著　
が陰裂部

❶

❶

❷

❷

❸

❸

ベッドを15～20度背上げすると
排泄しやすくなる

自立での使用 介助での使用

スライド2
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　排泄は誰もが最後まで自分で行いたいと願う日常生活行

為である。

　私は約50年前から工業デザインの立場から特に排泄行

為の自立度を高める用具の研究開発に関わってきた結果、

その人に適用した用具を活用するとその人の排泄の質が明

らかに高くなることがわかった。すなわちその人の排泄の自

立度が増加する、介護者の労力が軽減することによって生

活の質が向上することに用具が役立てる、良い用具はその可

能性を秘めることに確信を持つことができた。

　排泄障害を持つ人が排泄用具を活用することで以下のよ

うなメリットが期待できる。

1 人の尊厳を守ることができる。

2 排泄の自立度を高めて生活を活性化できる。

3 不適切なオムツを外すことができる。

4 陰部の衛生性を保持できる。

5 排泄に関わる２次障害を予防できる。

6 介護者の負担を軽減できる。

　排泄用具は尿や下痢便などを漏らさずに用具に収める目

的を持つが、身体部位と用具との密着度が不十分だと漏れが

発生しやすい。排泄用具の開発では個別性が高い排泄器官、

排泄生理、排泄動作にある人間工学的要素を収集したデータ

から本質的要素を抽出して標準化した秩序を作り、再び多く

の人の個のニーズに適合できる用具にデザインして量産製品

として社会化することが基本的課題となる。（図１）では63人

の寝たきり高齢女性の矢状断面上の外尿動口、膣口、肛門の

測定面からの高さと前後位置の計測値を集積した表である。

　福祉用具のデザインでは、用具の機能を視覚的、触覚的に

美しい形状にしてユーザーが本来持っている能力を導き出

すアフォーダンス性を持たせるワークを重視したい。排泄は

生理的要求であるが、その行為には心理的要素が影響する。

通常は緊張が強い状態で快適な排泄はできない。（図２）の

差込式便器はやや大振りなサイズをゆったりとした曲面の

構成で統一して、浣腸時の多量の便でもしっかり受け止めら

れることを視覚的に発信して使用者が安心して排泄できる

ようにデザインを心がけた。勿論適切な寸法を設定してあ

る。更に臀部を乗せる台は寝たきり者の仙骨部の変形によ

る集中圧を分散する凹曲面をデザインして仰臥位で排便す

る時の痛みを軽減してある。上部のグリップは介助で使用

するものだが、側面に空けた孔は自立使用するためのグリッ

プである。

　現在、排泄用具は百数種市場に出ているが、各使用者の

適応をアセスメントしつつ選択した用具を活用する支援法

が必要である。本人の生活環境、意思、知的能力、介護力、

排泄に関わる能力、身体的動作、姿勢保持能力、手の操作

レベルなどが主なアセスメントポイントといえる。（図３）

は横軸に排泄機能、縦軸にADLレベルを記してその交点

に標準的に使用される可能性が高い用具を配した図表で

ある。排泄行為の自立化は排泄障害と高次脳機能障害か

らくる焦り、さらに羞恥心、自尊心が混入した状況で行わ

れるので支援者側は、始めは失敗して当たり前という心構

えと、失敗したときに本人が精神的窮地におちいらない配

慮（適切な声かけや腰下に防水シートをしいておくなど）を

もって支援していきたい。

　脳卒中リハビリに始まり、回復期、老健にかかわりなが

ら、排泄自立の取り組みが大切であることを確認してきた。

　排泄自立の取り組みの中で大切なポイントがある。それ

は体力づくり、環境づくり、おむつ外しの３点である。

１）体力がなければ自分で排泄するという動作を完結でき

ない。30年程前から立ち上がり訓練に取り組んでき

た。取り組む前と比べて、明らかに患者は起き上がれる

ようになり、立ち上がれるようになりADLの改善が進

んだ。病棟でも、老健でも、デイサービスでも毎日集団

での立ち上がり訓練に取り組み、個別で行う在宅自主

トレメニューとしても強調している。

２）環境づくりで大事なのは病棟のベッドの移乗用の手す

りだ。移乗用手すりはベッドから90度外側に張り出し

たスタイルが一般的で、我々はまず、ベッド柵穴に差し

込み、床に支柱を立てて踏ん張る『らくらく手すり』を

作った。堅固に固定されている安定感と取り付けやす

さ、そして安価であることがセールスポイントだった。

その次に『らくらく手すり』に前手すり部分がついた

「スーパーらくらく手すり」を作ってきた。これはベッド

に端坐位になった時に健側と前に手すりがある仕組み

で、前の手すりと、健側の手すりを持つことで立って移

乗することを安定させ、結構重度障害者でも移乗が可

能となる。今、病棟の６割のベッドに『スーパーらくらく

てすり』がついている。さらに現在は、スーパーを支柱

にしてそこにクッションや膝折れ防止グッズを付けた

り、フットストッパーを付けるなど様々な工夫をしてい

る。障害の状態に見合った手すりを用意し、ポータブル

トイレをセットし、様々なオプショングッズを付けるこ

とで一人一人のマイトイレを作ることができた。前手す

り型車いすトイレ、滑るwalkerも環境、道具作りでは重

要なターニングポイントになった。

３）おむつ外しは「オムツパトロールの時に失禁していても、

していなくてもポータブルトイレに誘導」している。病棟

トイレに連れて行く介護量が軽減できる。他人の手を借

りずに自分からマイトイレで排泄行動を行うことは患者

　  の自立心を生み出し、主体者としてのエネルギーを発揮

させる。ポータブルトイレ自立者の7割以上が車いす自

立に進み、さらにその7割以上が歩行自立に進む。ポータ

ブルトイレ自立、その次は車いすトイレ自立、そして歩行

でのトイレ自立にすすむステップを初級から中級、上級

に進むように段階を追って進むのである。

　　 ポータブルトイレ使用について可としない方針をと

るところもある。「＊大部屋は食事もする生活の場、そ

こでの排泄は避けたい」という意見がある。食事は食

堂で行う、大部屋ではオムツも替える、排泄は大事な治

療の一環でマイトイレを作る空間は他にはない。「＊音

や臭いがしてプライバシーが守れない」という意見に

ついて。大部屋はもともとプライバシーを守るには限

界がある、そういう制約の中にいることを患者は理解

し、お互い様と割り切って訓練の場であることを受け

入れている。「＊ポータブルトイレを重視するあまり離

床が遅れるのではないか」という意見について。離床と

は矛盾しない、離床中の排泄時に自立していない病棟

トイレに誘導するのかマイトイレに誘導するかの方針

の違いだけです。

４）病院や施設では患者がベッドから離れるとき転倒のリス

クが付きまとう、我々はこのマイトイレ環境を作ることで

転倒、骨折の数を減らしてきた。骨折数を転倒数で割った

骨折率は13年間合計で0.81%という低さである。排泄自

立と転倒の研究は表裏の関係にあると考えてよい。

＠
＠

＠
＠

長野医療生活協同組合 長野中央病院 副院長／リハビリテーション科　中野 友貴先生

自立重視型排泄アプローチ
 ～排泄自立に向けたリハビリテーション～

ニドインダストリアルデザイン事務所 代表取締役 工業デザイナー　石井賢俊先生

排泄用具の開発と適用方法
第40回
高齢者排泄ケア講習会 
平成26年7月25日（金）
福岡国際会議場

テーマ：排便

自立使用もできる差込式便器
仙骨部周辺の形状の石膏型

図2

図3

スライド1

文献：「脳卒中リハビリテーション」第3版、医歯薬 2013

スライド3

歩行自立してトイレに（上級）

車イス操作が自立すると車イストイレ自立に（中級）

ベッド動作が自立するとポータブルトイレ自立に（初級）

移動動作が進歩するに従って、排泄自立レベルが初級
レベルから中級、そして上級レベルにステップアップして
いく排泄アプローチが「自立重視型排泄アプローチ」。

自立重視型排泄アプローチ

お問い合わせは tel026-234-3211
長野中央病院リハ科 中澤課長まで

一体型「スーパーらくらく手すり」
タイスコードを取り、

介護レンタル可能とし、普及中

体力
づくり

環境
整備

おむつ
外し

排泄自立の
取り組み
３本の
柱

●63人の寝たきり女性高齢者の
　仰臥位における外尿動口
　他の位置計測値

図1

石膏で採取した
腰部のネガ形態、
特に腰部の変型
の著しい高齢者
を、排泄時の体位
に抱いて、微温湯
で溶いて表面に薄
い塩ビシートを
張った石膏液上
に乗せて、腰部の
型を16人採取した

38才 66kg
健常者 男性
腰殿部が滑らかな
曲面である

70才 30kg 女性
殿部の形態が極度
に左右非対称である

80才 26kg 女性
病的変型が顕著　
が陰裂部

❶

❶

❷

❷

❸

❸

ベッドを15～20度背上げすると
排泄しやすくなる

自立での使用 介助での使用

スライド2



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

● 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。
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 今後の講習会のご案内

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

第42回講習会
テーマ：創傷ケア（褥瘡を中心に）
日　時：平成27年2月21日（土）15：00～18：00
会　場：アクロス福岡 　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。ご了承くださいませ。

「ふくおか医療活動功労賞」受賞を祝う
　この度は平成25年度ふくおか「医療活動功労賞」の受賞、誠におめでとうございます。先生の長年にわたる高齢者の排泄

管理に対する活動が高く評価されたものと、同じ泌尿器科医として嬉しく思いますとともに、心からお慶び申し上げます。

　先生の活動母体であるNPO法人「福岡高齢者排泄改善委員会」は昨年創立10周年を迎えられ、その祝賀会が10月12

日西鉄グランドホテルで盛大に催されましたことはまだ記憶に新しいところです。まさに新たなスタートを切ったところで

このような名誉ある賞を先生が理事長として受賞されましたことは、福岡高齢者排泄改善委員会にとって大きな励みにな

るものと思いますし、日本泌尿器科学会にとっても喜ばしい限りです。　

　福岡高齢者排泄改善委員会は、先生が平成15年に福岡市における介護及び在宅医療の現場での高齢者の排尿管理の

実態を調査された結果、オムツ使用者は予想以上に多いが、泌尿器科医が適切に関与すれば“オムツはずし“が可能と思

われるケースも数多くあるとの認識を持たれ、これを少しでも改善したいという趣旨のもとに立ち上げられたと聞いてい

ます。創立後は、看護師・ホームヘルパーなどを対象に年3～4回高齢者排泄ケア講習会を開催したり、年1回市民公開講

座を開催して、啓発運動を中心に活動を継続してこられました。

　超高齢化社会の到来で認知症がクローズアップされていますが、高齢者の排泄問題は本

人だけではなく、その周辺の人々にとっても毎日の難業であり、大変な負担になっていま

す。そのような状況下で、地域のかかりつけ医、特に泌尿器科医の果たすべき役割は極めて

大きいと思います。このような問題にボランティア活動として、地道な努力を続けてこられ

た福岡高齢者排泄改善委員会の皆様に敬意を表しますとともに、このような活動に光を当

てて頂いた一般財団法人医療・介護・教育研究財団ならびに福岡市医師会の関係各位に厚

く御礼申し上げます。今回の先生の受賞が引き金となって、全

国にこのような活動が広がっていくことを期待しますととも

に、先生はじめ福岡高齢者排泄改善委員会の皆様のますます

のご活躍・ご発展をお祈り申し上げます。

福岡高齢者排泄改善委員会　顧問
一般社団法人日本泌尿器科学会　理事長

九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野　教授
   　　内藤  誠二


