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第43・44回高齢者排泄ケア講習会

6/13（土）・8/21（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43回高齢者排泄ケア講習会　テーマ ： 感染対策
日　時 ： 平成27年6月13日（土）14：50～17：00　会　場 ： 福岡国際会議場 　参加者 ： 117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 ： 品川 智子先生（原三信病院 感染管理推進室 看護科長 感染管理認定看護師）
　　　　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）
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44回 高齢者排泄ケア講習会　テーマ ： 高齢者の排便ケア
日　時 ： 平成27年8月21日（金）19：00～20：45　会　場 ： 福岡国際会議場　参加者 ：137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 ： 西村 かおる先生（NPO法人日本コンチネンス協会 会長／コンチネンスジャパン株式会社 専務取締役）
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
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　高齢者に生じる尿路性器感染症には時に致死的状態にな

る、重症感染症もある。ケアする上でそのような状態に至ら

ないようにするために、何を意識すべきかを述べる。

　まず、対象となる高齢者の背後に存在する危険因子であ

る。その主たるものは、器質的、機能的尿路閉塞による尿流

停滞である。長期臥床やステロイド投与中であれば、尿路結

石が生じやすく、水腎症を伴わない腎結石や膀胱結石もあ

るが、尿管結石では水腎症を伴い、これに尿路感染が生じれ

ば重篤化する。また神経因性膀胱や前立腺肥大症など、排

尿障害を伴うことがあれば、残尿や慢性尿閉が、細菌の増殖

を促すだけでなく、その尿の停滞から、腎に上行性感染をき

たす。また排尿障害のため高圧排尿により、前立腺や精巣上

体に逆行性感染を容易にきたすようにもなる。（図１）

さらに高圧排尿から膀胱変形をきたし、膀胱尿管逆流を生

じることもある。このような基礎疾患を有して生じる感染症

は、若年女性に見られるような、抗菌薬投与のみで容易にコ

ントロールされる単純性尿路感染ではなく、排尿管理までみ

すえた総合的な対応が必要な複雑性尿路感染症である。

　この病態を背景に生じてくる、重症の尿路性器感染症と

は、炎症の全身症状の現れとして発熱を呈する感染症であ

る。尿路においては、急性腎盂腎炎（慢性複雑性腎盂腎炎の

急性増悪）、急性前立腺炎、急性精巣上体炎が有熱性尿路性

器感染症の主なものである。共通の症状、所見としては、尿の

混濁（細菌尿、膿尿）、発熱による悪寒、戦慄、CRPなどの炎症

値の亢進、増悪時の血圧低下やDIC徴候などである。診察観

察時には、これにそれぞれの臓器特異的症状が加わる。腎盂

腎炎であれば、患側の肋骨脊柱角の叩打痛、自発痛である。

前立腺炎では血尿や排尿時痛など膀胱炎に似た症状に発熱

が加わり、前立腺は直腸診上、圧痛を呈する。尿閉や著明な

残尿のため、下腹部膨隆が見られることもある。精巣上体炎

では陰嚢の発赤、腫脹、さらに腫大した精巣上体から精巣に

かけて腫瘤状の圧痛が見られる。このような症候は、対象者

を観察する際に、意識さえすれば見逃すことは少ないであろ

う。その上で、それぞれの臓器には上述した病態から進展

図2　カテーテル関連尿路感染症（以下CAUTI）は、発生頻度

の高い医療関連感染症として知られているが、その防止

策として提唱されている様々な介入はすでに標準的な感

染防止策として定着しつつある。一方で、排泄環境を介し

た耐性菌の伝播や交差感染の防止も重要な感染対策の

ひとつと言える。CAUTI予防策を実践すると同時に、尿器

類の適切な処理方法や共用トイレ・汚物処理室などの環

境汚染を考慮した感染管理が求められる。

　CAUTIの原因は、患者自身の腸内細菌層や下部尿道由

来の細菌層、膣由来の細菌層などによる内因性のもの

と、他の患者あるいは病院スタッフからの交差感染や排

液時の汚染された器具、あるいは溶液との接触による外

因性のものがある。感染経路は、①カテーテル挿入時や

留置中にカテーテルと粘膜の隙間から細菌が侵入する、

②カテーテルとランニングチューブの接続部から細菌が

侵入する、③尿廃棄の際に排液口を汚染することで細菌

が侵入するという3つの経路がある。

　まずカテーテル留置が本当に適応なのか、尿失禁など

看護ケアのために使用されていないかなどのアセスメン

トが重要である。適応と判断された場合は、挿入時には

手指衛生を行い清潔な物品を使用し清潔操作で挿入す

る、カテーテル内部への細菌の侵入を防止するためにク

ローズドシステムを使用し検体採取はサンプルポートか

ら行う、尿の逆流による感染を防止するために蓄尿バッ

ク内の尿は定期的に廃棄しバックの位置は常に膀胱より

低い位置にするなどの対策を行いながら早期抜去を検

討する。CAUTIを予防するためには、適応と早期抜去の

アセスメントを常に念頭におき、原因と感染経路を遮断

すべく管理が重要である。

　患者ケアに用いる器材や物品をどのように処理するべき

かを迷うときは、それらの使用と結びつく感染のリスクの程

度に基づいて３つのカテゴリに分類された「Spauldingの分

類」を参考にすることができる。この中で尿器や便器類な

どは、正常な皮膚にのみ接触するノンクリティカルに分類

されるが、時として感染のリスクとなりうることから消毒

が求められるノンクリティカル器具である。消毒方法とし

ての第１選択は熱水による方法が望ましいが、熱水が使用

できない場合には消毒薬を適切な濃度と時間を守り使用

する。また、消毒の前には必ず洗浄が必要であり、処理が

終了した後は濡れたまま放置せず乾燥機などをうまく活

用し乾燥させることも効果的である。

　汚物処理室は汚染されたものが集められる場所であ

り、特にグラム陰性桿菌は水回りを好むため、常に清掃と

乾燥に心がけ交差感染を防止する。洗浄・消毒が終了し

た清潔な尿器類などは汚物処理室の中で再度汚染され

ないように保管する場所や方法を検討する。また、洗浄を

担当するスタッフが排泄物などによる曝露を防止するた

めに、手袋・エプロンまたはガウン、マスク、アイガードな

どの個人防護具を使用できるように設置されていること

が必要である。共用トイレ、特に洋式トイレはしぶきに

よって便器の周囲まで広範囲に汚染されている可能性が

あることを考慮し、清掃範囲や清掃回数を増やすなど可

能な限りの対策を行い、環境を介した交差感染のリスク

を減らすことが重要である。

社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院泌尿器科 部長　 髙橋 康一先生原三信病院 感染管理推進室 看護科長 感染管理認定看護師  品川 智子先生

高齢者の排尿障害と尿路性器感染症
～致命的になる感染症を防ぐために意識すべきこと～

カテーテル関連尿路感染予防策と
排泄環境の感染対策について

した、発見が遅れると致死的状態となる重症型の感染症が

存在する。（図２）腎においては（1）腎実質を中心に膿瘍を呈

する、腎膿瘍、腎周囲膿瘍。（2）腎盂、腎実質を中心にガス産

生菌による急性壊死性炎症を呈する気腫性腎盂腎炎（3）尿

管結石などの閉塞により、膿汁様となった尿が水腎を呈する

膿腎症である。前立腺では、（4）前立腺炎から膿瘍を形成し

た前立腺膿瘍、陰嚢には、（5）精巣上体炎からの波及ではな

いが、血行性、逆行性（尿路）、経肛門的に生じる壊死性筋膜

炎　フルニエ壊疽がみられる。本疾患は陰嚢のみではなく、

大腿部から下腹部にまでおよぶ、発赤や握雪感として認める

こともある。いずれの疾患も抗菌薬治療のみではコントロー

ルすることは難しく、種々の形でのドレナージや早急の

debridementなどの手術治療が必要となる。

　これらの致死的重症感染症を早期に発見するために、ケ

アをする立場では、

１）ケア対象者が、尿路に基礎疾患をもち、尿路通過障害を

有する可能性があることを想定すること（尿路結石や排尿

障害による尿流停滞）。

２）致死的状況に至る上述したような重症尿路性器感染症

があることを認識すること

３）それぞれの感染症の臓器特異的所見

患側腎の肋骨脊柱角叩打痛や側腹部痛の有無、たとえオム

ツ内に尿が多量に出ていても、慢性尿閉を示す下腹部膨隆

がないか、陰嚢に圧痛や、発赤、黒色調変化などのないか、な

どを意識してケアすることが重要である。（図３）

死に至る可能性のある重症感染症への進展

第43回
高齢者排泄ケア講習会 
平成27年6月13日（土）
福岡国際会議場

テーマ：感染対策

図１ 排尿障害があると

残尿 易感染状態 慢性膀胱炎 逆行性（上行性）
感染

図3
ケアをする時に意識すること

尿路性器感染症を起こしやすそうな人を想定する
排尿症状と発熱が関係ないか？
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すべく管理が重要である。

　患者ケアに用いる器材や物品をどのように処理するべき

かを迷うときは、それらの使用と結びつく感染のリスクの程

度に基づいて３つのカテゴリに分類された「Spauldingの分

類」を参考にすることができる。この中で尿器や便器類な

どは、正常な皮膚にのみ接触するノンクリティカルに分類

されるが、時として感染のリスクとなりうることから消毒

が求められるノンクリティカル器具である。消毒方法とし

ての第１選択は熱水による方法が望ましいが、熱水が使用

できない場合には消毒薬を適切な濃度と時間を守り使用

する。また、消毒の前には必ず洗浄が必要であり、処理が

終了した後は濡れたまま放置せず乾燥機などをうまく活

用し乾燥させることも効果的である。

　汚物処理室は汚染されたものが集められる場所であ

り、特にグラム陰性桿菌は水回りを好むため、常に清掃と

乾燥に心がけ交差感染を防止する。洗浄・消毒が終了し

た清潔な尿器類などは汚物処理室の中で再度汚染され

ないように保管する場所や方法を検討する。また、洗浄を

担当するスタッフが排泄物などによる曝露を防止するた

めに、手袋・エプロンまたはガウン、マスク、アイガードな

どの個人防護具を使用できるように設置されていること

が必要である。共用トイレ、特に洋式トイレはしぶきに

よって便器の周囲まで広範囲に汚染されている可能性が

あることを考慮し、清掃範囲や清掃回数を増やすなど可

能な限りの対策を行い、環境を介した交差感染のリスク

を減らすことが重要である。

社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院泌尿器科 部長　 髙橋 康一先生原三信病院 感染管理推進室 看護科長 感染管理認定看護師  品川 智子先生

高齢者の排尿障害と尿路性器感染症
～致命的になる感染症を防ぐために意識すべきこと～

カテーテル関連尿路感染予防策と
排泄環境の感染対策について

した、発見が遅れると致死的状態となる重症型の感染症が

存在する。（図２）腎においては（1）腎実質を中心に膿瘍を呈

する、腎膿瘍、腎周囲膿瘍。（2）腎盂、腎実質を中心にガス産

生菌による急性壊死性炎症を呈する気腫性腎盂腎炎（3）尿

管結石などの閉塞により、膿汁様となった尿が水腎を呈する

膿腎症である。前立腺では、（4）前立腺炎から膿瘍を形成し

た前立腺膿瘍、陰嚢には、（5）精巣上体炎からの波及ではな

いが、血行性、逆行性（尿路）、経肛門的に生じる壊死性筋膜

炎　フルニエ壊疽がみられる。本疾患は陰嚢のみではなく、

大腿部から下腹部にまでおよぶ、発赤や握雪感として認める

こともある。いずれの疾患も抗菌薬治療のみではコントロー

ルすることは難しく、種々の形でのドレナージや早急の

debridementなどの手術治療が必要となる。

　これらの致死的重症感染症を早期に発見するために、ケ

アをする立場では、

１）ケア対象者が、尿路に基礎疾患をもち、尿路通過障害を

有する可能性があることを想定すること（尿路結石や排尿

障害による尿流停滞）。

２）致死的状況に至る上述したような重症尿路性器感染症

があることを認識すること

３）それぞれの感染症の臓器特異的所見

患側腎の肋骨脊柱角叩打痛や側腹部痛の有無、たとえオム

ツ内に尿が多量に出ていても、慢性尿閉を示す下腹部膨隆

がないか、陰嚢に圧痛や、発赤、黒色調変化などのないか、な

どを意識してケアすることが重要である。（図３）

死に至る可能性のある重症感染症への進展

第43回
高齢者排泄ケア講習会 
平成27年6月13日（土）
福岡国際会議場

テーマ：感染対策

図１ 排尿障害があると

残尿 易感染状態 慢性膀胱炎 逆行性（上行性）
感染

図3
ケアをする時に意識すること

尿路性器感染症を起こしやすそうな人を想定する
排尿症状と発熱が関係ないか？

尿がスムーズに出ていると確信がもてるか？
下腹部がふくれていないか？
下腹部を痛がらないか？不快感がないか？

側腹部痛がないか？叩くと痛がらないか？

陰嚢に発赤がないか？腫大していないか？
極端に痛がらないか？

スライド１

カテーテル関連尿路感染の起こるしくみ

スライド２

尿器類の処理方法

スライド３
汚物処理室のレイアウト

尿路感染の原因 感染経路

●患者自身の腸内細菌層
●患者の下部尿道由来の細菌層
●膣由来の細菌層、
　ときに皮膚の細菌層

●他の患者、あるいは病院スタッフ
　からの交差汚染
●排液時の汚染された器具、
　あるいは溶液との接触

外因性

内因性

Spauldingの分類：患者ケアに用いる器材や物品をそれらの使用と結びつく感染の
　　　　　　　　リスクの程度に基づいて３つのカテゴリに分類

分類

クリティカル
（高リスク）

セミクリティカル
（中間リスク）

ノンクリティカル
（低リスク） ＊消毒が求められる

　ノンクリティカル器具

高水準消毒
中水準消毒
（アルコール）

洗浄
消毒する場合は
低水準消毒

軟性内視鏡・喉頭鏡
人工呼吸器回路・蘇生バックなど

体温計

手術用器具・メス
埋め込み器具など 滅菌

具体例 処理法使用部位・用途
無菌の組織や
血管に

挿入するもの

血圧計マンシェット
膿盆・浴槽・診察台 など
便器・尿器など

正常な皮膚にのみ
接触するもの

❶カテーテル挿入時
❷カテーテルと粘膜の隙間

❸カテーテルと
　ランニングチューブの
　接続部

❹排液口

清潔物品保管区域

ベッドパンウォッシャー
個人防護具

手洗い

用手洗浄コーナー

粘膜に直接または
間接的に接触
するもの

高圧
排尿

精巣上体炎

前立腺炎
腎盂腎炎

前立腺
膿瘍
前立腺

前立腺炎

精巣上体炎腎盂
腎炎 膀胱

膿尿、細菌尿

気腫性
腎盂腎炎
膿腎症
腎膿瘍

腎臓 陰嚢
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はじめに

　快食、快眠、快便は健康の基本とされている。便は摂食し

た食物を消化、吸収した結果であり、快便は栄養管理、全身

の健康管理の上では不可欠なことである。逆に排便管理に

は、快食のみならず、食事内容も腸の動きを良くするために

適切でなければならない。このように食事と排便は一つのこ

ととして捉えることが非常に重要である。

　しかしながら、現在便秘の対処として、安易に下剤を服用

することが多く、その結果、下痢、便失禁を起こし、虚弱高齢

者のおむつ着用とスキントラブルのリスクとなっている。そ

れらのケアはケアを受ける人の尊厳を傷つけるだけでなく、

ケアする人にとっても大きな負担となる。

　ナイチンゲール誓詞には「われはすべて毒あるもの、害ある

ものを断ち、悪しき薬を用いることなく、また知りつつこれを

すすめざるべし」という一言がある。不適切な下剤は「悪しき

薬」となり、看護の倫理からみても問題である。そこでケアの

原点に立ち戻り、下剤に頼るのではなく、食事管理などをしっ

かりすることで、虚弱高齢者の便秘管理について考えたい。

1.便秘とは

　便秘Constipation は日常的によく使われる言葉である

が、国際的にも未だ定義が定まっていない。日本では表１(ス

ライド１)に示すように各学会が提示している。1)2）便秘とさ

れる症状は多岐にわたり、正常な排便も個人差が大きい。現

在は排便回数や日数だけではなく、便性が重要視されるよ

うになっている。便性は図に示したブリストル便形状スケー

ルが国際的に使用されており、3日以上排便間隔が開いて

も、タイプ3～5であれば正常と判断される。(スライド２)

　便秘の評価尺度の項目としては以下のようなものがある。

日本語版便秘評価尺度(Constipation assessment scale　

CAS)では、症状1.お腹がはった感じ、ふくれた感じ　2.排ガ

ス量　3.排便回数　4.直腸に内容が充満している感じ　5.

排便時肛門の痛み　6.便の量　7.便の排泄状態　8.下痢ま

たは水様便　の8症状に分類し、各項目無しを0点とし、1

点、2点の3段階で自覚症状をつけ、5点以上を便秘とし、点

数が高いほど、重症としている。1)

　Constipation Scoring System(CSS)では、排便回数、排

便困難(痛みをともなう排便努力)、残便感、腹痛、排便に要す

る時間、排便時に補助の有無、1日(24時間)に排便しようと

しても出なかった回数、排便障害の病脳期間の各項目を0～

4までの5段階にわけ、点数をつけ、15点以上が便秘とされ、

点数が高い方が重症とされている。1）

2. 便秘の有症率と要因

　平成25年に行われた国民生活基礎調査によると、便秘の

有訴率は人口千人につき、全体では37.8人、男女別にみると

男性では26.0人、女性は48.7人であった。有訴率は男性は

50歳まではほぼ横ばいであるが、60歳を過ぎると急激に増

加し、男女とも特に70歳以上から急激な増加が見られる。

80歳以上になると、性差が逆転し、男性の方が多くなり、男

女とも100人を超えている。

　陶山の報告では介護施設で、排便の頻度が3日に1回以下

の者は31.7%であり、排便時の困難感がある者は 41.4%

だった。下痢をしている者は44.2％だった。下剤を服用して

いる者は79.1%、そのうち刺激性下剤は 53.2% 、機械的下

剤32.4%、浣腸が33.1%であった。また機械的下剤を内服し

ていることが下痢症状の出現に影響していた。便意が不明

瞭、座位能力が低いことも要因として上がっている。3）今後

は高齢者の人口が増加するにつれ、便秘症状が増加するこ

とが予測される。

3．便秘の分類

　我が国の便秘の分類は、病脳期間により急性、あるいは一

NPO法人日本コンチネンス協会　コンチネンスジャパン　西村かおる先生

原点にもどる高齢者の排便ケア
第44回
高齢者排泄ケア講習会 
平成27年8月21日（金）
福岡国際会議場

テーマ：高齢者の排便ケア

便秘とは何か

腹部のアセスメント方法とわかること

便秘の対処 乳酸菌の機能と作用

食物繊維

ブリストール便性スケール

スライド１

スライド3

視　診 ●全体の形　●皮膚の状態

便意

便が出る

努責：横隔膜を下げる
内・外肛門括約筋が緩む 直腸が収縮

排便姿勢：座位、前屈、踵をあげる
・・・直腸肛門角を鈍角にする

食事
高残渣　刺激　適切な水分
薬物
整腸剤　緩下剤　腸刺激下剤

直腸性便秘

摂取する

消化・吸収する
結腸性便秘

聴　診 ●腸の動き　●腸の状態

計　測 ●腹囲による腹部の張りの状態

検　査 ●腹部単純撮影　●CT　●MRI

触診・打診 ●痛みの有無と場所　●ガスの張りと場所
●便の有無と場所、形、量　
●腹水、腫瘍などの大きさなど

スライド4 スライド5

スライド6

スライド2

過性と慢性に分類することができ、慢性便秘は原因が特定

できるか否かにより器質性と機能性に分類できる。器質性

は、腫瘍、炎症、その他巨大結腸症や癒着に分類される。機

能性便秘は、症候性と習慣性に分類され、習慣性便秘は更に

弛緩性便秘、痙攣性便秘、直腸性便秘に分類される。4) 

　弛緩性便秘は腸管の緊張がなく、動きが鈍いために輸送

が遅延するもので、原因としては、老齢、運動不足、などが原

因となり、食物繊維の少ない食事をとっている場合や、食欲

がなく、胃-結腸反射がおこらない場合でも起こる。便がたま

れば、溜まるほど腸管は拡張し、収縮の刺激が弱まり、腸が

拡張し、ますます便秘となる。極端な場合は巨大結腸、ある

いは直腸型の便秘と合併して現れる。高齢化に従って増加し

ている便秘のタイプである。一方、痙攣性便秘は、腸管が過

緊張のため動きが過活動であり、輸送が遅延されるもので、

敏性腸症候群、鬱病などでみられる。若年者に多く、生活環

境の変化や他の疾患(消化性潰瘍、慢性膵炎など)が契機と

なって始まることが多い。

　直腸性便秘は直腸までの輸送は正常だが、直腸で便が停

滞することで起こる。その原因として、最初は便意があって

もこらえているうちに便意が消失し、その結果、習慣性便秘

となり、腹痛や腹部膨満などが現れ、特に下部結腸の亢進緊

張が見られる。また虚弱高齢者で息む力がなかったり、寝た

きりといったことも原因となる。5）

　寝たきりや、認知症で訴えることができず、長期にわたる

便秘のあとで、硬い便の排泄に引き続いて軟便、あるいは下

痢が起こることがある。これは、嵌入便の表面が溶けて流出

するためで、本当の意味の下痢ではなく、偽性下痢(false 

diarrhea)と呼ばれる。6)きちんとアセスメントして、一度全

部出し切ることが必要である。

4．排便障害の種類とアセスメント

　排便障害をアセスメントするには、食事・排便日誌が不可

欠で、排便周期と出やすい時間、食事の内容と排便への影

響、排便障害のタイプ、薬物の影響、介入の効果を確認する。

　また、腹部、直腸診によって、腸の動き、便がどこにあるの

か、確認し便秘のタイプを推測することも不可欠である。(ス

ライド3)

5．望まれる対処

　食事、泄便習慣の確立、排便しやすい姿勢、運動、リラック

ス等が挙げられる。(スライド4)特に食事は重要である。ヒト

の腸内には、100兆、1.0kg以上の腸内細菌が生息し、便を

作っているだけではなく、免疫を挙げるなど様々な働きをし

ている。(スライド5)高齢になるといわゆる悪玉菌が増加す

るため、積極的に発酵食品と食物繊維、オリゴ糖を摂取する

ことが必要である。8)(スライド6)

　運動は腸管を動かすが、虚弱高齢者で動くことができな

い場合、温罨法で10分間実施すると腸が動くと報告されて

いる。8）排便姿勢は前屈が必要となるので、手すりを前に設

置することが、安定と転倒予防につながる。

　下剤は頓用薬と考え、排便日誌、腹部の状態を確認し、排便

周期、便秘のタイプに合わせて選択、使用する。基本的には下

剤を服用した翌日に良便が出る使用をめざし、できるだけ下

剤離脱できる他の方法も進行させることが原則である。
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3日以上排便がない状態、または毎日排便が
あっても残便感がある状態
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ヒトの消化酵素では分解できない食物性食品の
成分不溶性繊維と水溶性繊維がある

成人男性20g/1日以上  70歳以上 19g/1日以上
成人女性18/1日以上    70歳以上18g/1日以上
※150gの便を作るには一日20～30gの食物繊維が
　必要と言われている。

水に溶けない繊維で、水分を吸収して膨張することで
腸を刺激し、排便を促す。
有害な物質を吸着して排出する。

水に溶ける繊維で、便の滑りを良くし、ナトリウムを
便に吸収。血圧を下げたり、
ブドウ糖の吸収を送らせ、血糖値を下げる。

食物繊維とは

日本人の推奨
摂取量　2015年

不溶性食物繊維
2　対

水溶性食物繊維
 1
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はじめに

　快食、快眠、快便は健康の基本とされている。便は摂食し

た食物を消化、吸収した結果であり、快便は栄養管理、全身

の健康管理の上では不可欠なことである。逆に排便管理に

は、快食のみならず、食事内容も腸の動きを良くするために

適切でなければならない。このように食事と排便は一つのこ

ととして捉えることが非常に重要である。

　しかしながら、現在便秘の対処として、安易に下剤を服用

することが多く、その結果、下痢、便失禁を起こし、虚弱高齢

者のおむつ着用とスキントラブルのリスクとなっている。そ

れらのケアはケアを受ける人の尊厳を傷つけるだけでなく、

ケアする人にとっても大きな負担となる。

　ナイチンゲール誓詞には「われはすべて毒あるもの、害ある

ものを断ち、悪しき薬を用いることなく、また知りつつこれを

すすめざるべし」という一言がある。不適切な下剤は「悪しき

薬」となり、看護の倫理からみても問題である。そこでケアの

原点に立ち戻り、下剤に頼るのではなく、食事管理などをしっ

かりすることで、虚弱高齢者の便秘管理について考えたい。

1.便秘とは

　便秘Constipation は日常的によく使われる言葉である

が、国際的にも未だ定義が定まっていない。日本では表１(ス

ライド１)に示すように各学会が提示している。1)2）便秘とさ

れる症状は多岐にわたり、正常な排便も個人差が大きい。現

在は排便回数や日数だけではなく、便性が重要視されるよ

うになっている。便性は図に示したブリストル便形状スケー

ルが国際的に使用されており、3日以上排便間隔が開いて

も、タイプ3～5であれば正常と判断される。(スライド２)

　便秘の評価尺度の項目としては以下のようなものがある。

日本語版便秘評価尺度(Constipation assessment scale　

CAS)では、症状1.お腹がはった感じ、ふくれた感じ　2.排ガ

ス量　3.排便回数　4.直腸に内容が充満している感じ　5.

排便時肛門の痛み　6.便の量　7.便の排泄状態　8.下痢ま

たは水様便　の8症状に分類し、各項目無しを0点とし、1

点、2点の3段階で自覚症状をつけ、5点以上を便秘とし、点

数が高いほど、重症としている。1)

　Constipation Scoring System(CSS)では、排便回数、排

便困難(痛みをともなう排便努力)、残便感、腹痛、排便に要す

る時間、排便時に補助の有無、1日(24時間)に排便しようと

しても出なかった回数、排便障害の病脳期間の各項目を0～

4までの5段階にわけ、点数をつけ、15点以上が便秘とされ、

点数が高い方が重症とされている。1）

2. 便秘の有症率と要因

　平成25年に行われた国民生活基礎調査によると、便秘の

有訴率は人口千人につき、全体では37.8人、男女別にみると

男性では26.0人、女性は48.7人であった。有訴率は男性は

50歳まではほぼ横ばいであるが、60歳を過ぎると急激に増

加し、男女とも特に70歳以上から急激な増加が見られる。

80歳以上になると、性差が逆転し、男性の方が多くなり、男

女とも100人を超えている。

　陶山の報告では介護施設で、排便の頻度が3日に1回以下

の者は31.7%であり、排便時の困難感がある者は 41.4%

だった。下痢をしている者は44.2％だった。下剤を服用して

いる者は79.1%、そのうち刺激性下剤は 53.2% 、機械的下

剤32.4%、浣腸が33.1%であった。また機械的下剤を内服し

ていることが下痢症状の出現に影響していた。便意が不明

瞭、座位能力が低いことも要因として上がっている。3）今後

は高齢者の人口が増加するにつれ、便秘症状が増加するこ

とが予測される。

3．便秘の分類

　我が国の便秘の分類は、病脳期間により急性、あるいは一
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●便の有無と場所、形、量　
●腹水、腫瘍などの大きさなど
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過性と慢性に分類することができ、慢性便秘は原因が特定

できるか否かにより器質性と機能性に分類できる。器質性

は、腫瘍、炎症、その他巨大結腸症や癒着に分類される。機

能性便秘は、症候性と習慣性に分類され、習慣性便秘は更に

弛緩性便秘、痙攣性便秘、直腸性便秘に分類される。4) 

　弛緩性便秘は腸管の緊張がなく、動きが鈍いために輸送

が遅延するもので、原因としては、老齢、運動不足、などが原

因となり、食物繊維の少ない食事をとっている場合や、食欲

がなく、胃-結腸反射がおこらない場合でも起こる。便がたま

れば、溜まるほど腸管は拡張し、収縮の刺激が弱まり、腸が

拡張し、ますます便秘となる。極端な場合は巨大結腸、ある

いは直腸型の便秘と合併して現れる。高齢化に従って増加し

ている便秘のタイプである。一方、痙攣性便秘は、腸管が過

緊張のため動きが過活動であり、輸送が遅延されるもので、

敏性腸症候群、鬱病などでみられる。若年者に多く、生活環

境の変化や他の疾患(消化性潰瘍、慢性膵炎など)が契機と

なって始まることが多い。

　直腸性便秘は直腸までの輸送は正常だが、直腸で便が停

滞することで起こる。その原因として、最初は便意があって

もこらえているうちに便意が消失し、その結果、習慣性便秘

となり、腹痛や腹部膨満などが現れ、特に下部結腸の亢進緊

張が見られる。また虚弱高齢者で息む力がなかったり、寝た

きりといったことも原因となる。5）

　寝たきりや、認知症で訴えることができず、長期にわたる

便秘のあとで、硬い便の排泄に引き続いて軟便、あるいは下

痢が起こることがある。これは、嵌入便の表面が溶けて流出

するためで、本当の意味の下痢ではなく、偽性下痢(false 

diarrhea)と呼ばれる。6)きちんとアセスメントして、一度全

部出し切ることが必要である。

4．排便障害の種類とアセスメント

　排便障害をアセスメントするには、食事・排便日誌が不可

欠で、排便周期と出やすい時間、食事の内容と排便への影

響、排便障害のタイプ、薬物の影響、介入の効果を確認する。

　また、腹部、直腸診によって、腸の動き、便がどこにあるの

か、確認し便秘のタイプを推測することも不可欠である。(ス

ライド3)

5．望まれる対処

　食事、泄便習慣の確立、排便しやすい姿勢、運動、リラック

ス等が挙げられる。(スライド4)特に食事は重要である。ヒト

の腸内には、100兆、1.0kg以上の腸内細菌が生息し、便を

作っているだけではなく、免疫を挙げるなど様々な働きをし

ている。(スライド5)高齢になるといわゆる悪玉菌が増加す

るため、積極的に発酵食品と食物繊維、オリゴ糖を摂取する

ことが必要である。8)(スライド6)

　運動は腸管を動かすが、虚弱高齢者で動くことができな

い場合、温罨法で10分間実施すると腸が動くと報告されて

いる。8）排便姿勢は前屈が必要となるので、手すりを前に設

置することが、安定と転倒予防につながる。

　下剤は頓用薬と考え、排便日誌、腹部の状態を確認し、排便

周期、便秘のタイプに合わせて選択、使用する。基本的には下

剤を服用した翌日に良便が出る使用をめざし、できるだけ下

剤離脱できる他の方法も進行させることが原則である。
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 今後の講習会のご案内

第45回講習会
テーマ：在宅支援
日　時：平成27年11月27日（金）19：00～20：30
会　場：KKRホテル博多
参加費：1,000円  Field：D（その他）

第46回講習会
テーマ：排尿管理
日　時：平成28年2月20日（土）15：00～18：00
会　場：アクロス福岡
参加費：2,000円  Field：A（排尿管理）

※ 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。

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。

学会発表
　2015年5月8日　第28回日本老年泌尿器科学会（アク

トシティ浜松コングレスセンター）において福岡高齢者排

泄改善委員会の介入研究の結果を武井が報告した。演題

および演者は図1のとおりである。

【目的】

　福岡高齢者排泄改善委員会では発足当初より泌尿器科

医の現場への医学的介入により、オムツ外しの具体的実績

を挙げ、排尿管理現場に泌尿器科医が積極的にかかわれる

システムの構築を目指してきた。その一貫として岩坪の提

唱する「医学的根拠に基づくオムツはずしの実践」に関する

介入研究を開始し、昨年の本学会において初期の成果を報

告したが、今回さらに症例を追加したので報告する。

【対象と方法】

　オムツはずしスコア3点以上の症例のみを対象に評価

と治療介入を実施し、1ヶ月後および3ヶ月後実際にオム

ツが外れているかどうかを前向きに検討した。

【結果】

　頻回のオムツチェックは夜間帯で特に難しく、患者や

スタッフへの負担が大きくなること、オムツはずしスコア

が2点（オムツはずし困難）以下の症例では、実際にオムツ

はずしできない場合が多いことがわかったため、3点以上

の症例のみを対象とした。平成25年6月からの1年5ヶ月

間で19例が登録され（内 1例オムツ外し2点のため介入

対象外）、パッドを1点、オムツを2点とすると、少なくとも1

点以上の改善例は1ヶ月目昼間9例/17例（52.9％）、夜間

6例/17例（35.3％）、3ヶ月目昼間10例/15例（66.7％）、

夜間9例/15例（60.0％）と良好な結果であった（図2）。

【結論】

　医学的介入により改善傾向を示したことから、泌尿器科

医の介入は尿失禁改善に貢献できる可能性が高いと考えら

れたため、施設を増やして介入研究を継続する予定である。

図1 発表演題と演者

オムツはずしの実践
－福岡高齢者排泄改善委員会における介入研究－ 
福岡高齢者排泄改善委員会
武井実根雄、関　成人、山口秋人、宮崎良春
長尾病院
西　千浪、泉かおり、石田弥生、服部文忠

図2 介入結果
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