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排泄ケアから考える
地域連携の重要性
地域住民の安心した生活を守る地域づくり

第15回日本看護管理学会年次大会
ランチョンセミナー開催

共催：ユニ・チャーム メンリッケ株式会社

わが国における
排泄ケアの現状と問題点

講演に先立ち，座長の大塚氏は，自身
が教授を務める埼玉県立大学の専門職連
携教育（interprofessional education：
IPE）のなかで，秩父地域が地域基盤型
IPEの実習先となっていることを紹介．

「秩父地域は，病院，介護保険施設，行政
と，縦割りになりやすいさまざまな機関
が連携し，地域住民のための保健医療福
祉を行っており，なかでも排泄ケアでは
先進的な取り組みを行っています」と説明
した．

続いて，ユニ・チャーム メンリッケ株
式会社の平野氏が，日本における排泄ケ
アの現状と問題点のポイントを紹介した

（表1）．
平野氏は，「欧米では，1988年ごろから

看護の介入により尿失禁は改善すると認
識され，積極的なケアに取り組んだこと
で多くの成果を得ました」と紹介し，尿失

禁に対する看護師の役割の重要性を示し
た．

一方，日本では欧米に比べ，尿失禁は
生命にかかわらないからと積極的な取り
組みが進んでいなかったが，QOL低下に
よる精神面だけでなく，身体的にも大き
な影響があり，ときには生命にかかわる
こともある．
「このことを心に留めてケアをする必要

がありますし，そのための正しい知識と

意識をもち治療やケアを充実させていく
こと，適切な排泄ケア製品を活用するこ
とが重要です」と平野氏は強調した．

次に，愛知県と名古屋大学の合同調査
による排泄ケアの現状を紹介．日本では
介護保険施設や在宅療養中の尿失禁患者
に対し，安易にオムツや膀胱留置カテー
テルが使用されており，その多くは入院
中に開始されているという（図1）．

この理由について平野氏は，「排泄ケア
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表1　排泄ケアの現状と問題点

安易なオムツ，膀胱留置カテーテルの使用

病院における排尿評価・管理

尿失禁に対しての正しい知識と意識

看護・医療の連携不良

排尿管理に関する指針の低さ

マンパワー不足（ケアスタッフ，専門医，コメディカル）

治療の機会喪失

不適切な管理は在宅まで移行

2011年 8月26日（金），京王プラザホテルで第15 回日本看護管理
学会年次大会ランチョンセミナーが開催された．急性期から回復期，
在宅へと切れ目のない看護を実践するためには地域での連携が欠
かせないとして，「排泄ケアから考える地域連携の重要性」と題し，
秩父市立病院を中心とした地域連携の具体例が紹介された．
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のマニュアルや手順は作成されているも
のの，十分に機能しているとはいえませ
ん．尿失禁はタイプによって治療法やケ
アが異なりますが，正しい知識や意識が
なく，“漏れている”という現象だけをみ
て，画一的なケアが行われています」と指
摘した．

同調査によれば，尿失禁があってもト
イレ排尿が可能な患者が 13.5%，尿失禁
はまれながら予防的にオムツを使用して
いる患者が 10.5%にのぼる（図2）．平野
氏は，「尿失禁でカテーテルを留置されて
いた患者さんも 14.8%いましたが，カテ
ーテル留置は感染や膀胱萎縮，生活意欲
の低下などを引き起こす原因になります．
オムツ使用の根拠もなく，個別のアセス
メントがほとんど行われていません．こ
のうち 30 〜 40%の患者さんがカテーテ
ルやオムツをはずすことができるといわ
れています」と話した（図3）．

また，適切なアセスメントが行われな
いために，オムツの選択基準があいまい
な病院も少なくない．患者に合った製品
が使用されないことで尿漏れし，不要な
オムツ使用や過剰な重ね使いをするとい
う悪循環をまねくことから，治療による
治癒，ケアによる自立が可能かどうかを
見きわめる必要がある．

平野氏は，「オムツは，①尿失禁患者さ
んの生活を支える，②看護や介護業務の
省力化，③経済性をふまえ，十分なアセ
スメントに基づいた製品を選ぶことが重
要です」と話し，施設ごとの排泄ケアの課
題の抽出，スタッフ向けの研修の実施，
課題解決への具体的な取り組み，課題の
改善状況の確認を行う個別排泄ケアシス
テムTENAのサービスを紹介した．
「最適な治療とケア，適切な製品の使用

により，尿失禁があっても普通の生活を
送っていただきたいと考えています．ま
た，看護師のみなさん一人ひとりが質の
高いコンチネンスケアを提供していただ
きたいと思います」と提言した．

地域内の信頼関係を築き
顔のみえる連携をはかる

続いて講演を行った新井氏は，秩父地
域における看護師の連携態勢を，その経
緯とともに説明．2007年，新井氏は埼玉
県看護協会第一支部長就任後，地域の病
院の看護部長らとのネットワークを築い

てきたが，さらに顔のみえる連携をはか
りたいとして，2008年5月，秩父地域看
護師会を発足させた．同会では 4つの目
標のもと，活動を行っている（表2）．

看護・介護のケア力アップの一環として
排泄ケアに注力しているが，これは，同
会での他施設の看護部長らとの会話がき
っかけだったという．
「排泄ケアに積極的に取り組んでいる病

図1　 介護保険施設入所時，在宅看護開始時のカテーテル・オムツ使用率

図2　病院でのカテーテル・オムツ使用理由

図3　カテーテル・オムツがはずせる人の割合
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院の看護部長から，患者さんにやさしく，
看護師や介護職員の負担が軽減できるオ
ムツがあり，ADLの拡大にもつながって
いるという話を聞きました．ほかの病院
や介護保険施設では希望したオムツが使
用できないという現状に対する不満の声
もあり，地域全体として取り組む課題だ
と考え，各施設の看護部長の賛同を得て，
排泄ケアでの地域連携を進めました」

地域連携前の排泄ケアについて新井氏
は，「たとえば，介護保険施設から持ち込
まれたオムツの使用方法を理解せずに使
っていたにもかかわらず，尿漏れすると
そのオムツを“悪者”にしていました．
患者さんが転院する際，ご家族から“転
院先ではこのオムツは使えないから，病
院で使ってください”と言われ，余った
オムツをいただいてしまうこともありま
した」と話し，施設間の連携がなく，患者
に不信感を与えていたことをあげた．

そのほかにも個々のオムツ製品の特徴
をふまえた選択基準がなく，家族への指
導も行き届いていなかったこと，尿漏れ
のある患者に対するアセスメントができ
ていなかった点などが問題だったという．

排泄委員会の合同開催と
各施設内の研修会の開放

地域連携後は，各施設で排泄委員会が
発足し，秩父市立病院の排泄委員会のメ
ンバーを中心に，各施設の排泄委員が参
加して 2 か月に 1 回合同委員会を開催．
看護師や介護職員が参加し，問題症例の
相談やスタッフ教育の悩みを共有してい
る．そのほか，排泄ケア用品のメーカー
担当者による説明会，秩父市立病院の皮
膚・排泄ケア認定看護師によるワンポイン
ト研修，事例検討会なども行っている．

全スタッフを対象とした研修会も所属
施設に関係なく参加できるようにした．
2008年7月に行われた排泄ケアの研修会
には地域内の 17 施設から 95 名が参加．
現在は研修会の案内を行う施設が30に増
え，毎回80〜100名が参加している．

研修の講師は各施設に所属する医師や
薬剤師，管理栄養士，理学療法士，作業
療法士，皮膚・排泄ケア認定看護師などが
担当しており，研修にかかる経費も抑え
られているという．研修会終了後には秩
父市立病院の排泄委員会が「かわら版」を

発行し，研修会の内容を広く共有できる
態勢を整えている（図4）．

秩父地域看護師会の発足から 4 年目を
迎えるが，新井氏は，「排泄ケアのみなら
ず，看護の原点に立ち戻るなどの意識の
変化がみられています」と話す（表3）．

行政とも連携をはかり
地域全体で排泄ケアを実践

これまでに，すべての看護師がオムツ
体験を行い，現在は新人看護師の研修に
オムツ体験を取り入れるなど，高齢者の
思いへの理解を深め，質の高いケアを提
供．また，退院時の看護サマリーに添付
する「コンチネンスサポート連携シート」
で転院先に情報を提供し，地域内での切
れ目のない排泄ケアを実践している（図
5）．新井氏は，「研修会で新人看護師が行
うオムツ体験の発表では，尿漏れがいち
ばん不安だった，正しいオムツの当て方
を学ばなくてはいけないと思ったという
意見が出ています」と説明した．

以前は尿漏れを予防するために重ね使
いを行っていたが，現在は尿測を行い，
患者の排尿パターンによって随時アセス

表2　秩父地域看護師会の概要

発　　足：2008年5月

目　　的： 看護部長，看護師長の顔見知りの連携，お互いの病院の状況を
知り，信頼関係を築く

参加施設： 病院7，看護学校1，埼玉県看護協会立訪問看護ステーション1

〈目標〉①無理なく会を継続する
◦ 会の発足以来2か月に1度，1時間半程度の会合を開催
◦ ほかの施設に対する患者や家族からの感想や意見，クレー

ムも伝え，互いにフィードバックする
②看護・介護のケア力のレベルアップ

◦ 地域全体の課題として排泄ケアに取り組む
③低予算の合同研修会の実施

◦ 各施設の人材は，地域の「人財」である
◦ 事前に各施設の研修会の日程を告知して研修を開放

④看護学校の基礎実習は秩父地域内の病院で行う
◦ 学生，学校の負担を軽減する
　→2010年に基礎実習が可能となった

図4　研修会後に発行される「かわら版」
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メントを行いながら選んでおり，TENA
の1枚使いが根づいている．
「TENAは種類が豊富で，なかでもベ

ルトタイプは脚の動きを妨げないので，
スタッフ間でも好評です」と新井氏．また，
オムツの当て方に難渋する事例には皮膚・
排泄ケア認定看護師が対応するなど，認
定看護師の活躍の場も広がっている．
「ほかの病院では排泄ケアへの取り組み

が高く評価され，在庫や処理費用の削減
により，経営にも貢献していると理事会
で取り上げられました」

現在，秩父市立病院では在宅に戻った
あとでもTENAが購入できるように，院
内の売店で採用した．また，秩父市が高
齢者福祉業務として行っている紙オムツ
支給事業の支給リストにも掲載され，
2011年9月から導入した秩父市立病院の
入院セットのオムツにもTENAが採用さ
れたという．

最後に新井氏は，「TENA導入のきっか
けは他施設の取り組みでしたが，実際に
使用していくなかで，TENAの排泄ケア
に対する理念やTENAアドバイザーによ
る個別指導の熱意に共感しました．排泄
ケアは 24 時間 365 日の継続ケアなので，
これからも排泄ケアの技術を磨き，オム
ツ製品の特徴を 100%活かせるように知
識を広めていきたいと思います」と結んだ．

表3　地域連携前・後の変化

◦ 各施設でのケア状況の連携がなく患者に
不安・不信を与えていた

◦ オムツの機能・特徴の理解不足でうまく
使いこなせなかった

◦ 尿漏れのアセスメントを実施せず，オム
ツの重ね使いで漏れを予防していた

◦ 退院時サマリーの情報不足（排尿・排便は
回数のみ/オムツ使用の有無のみ）

◦ カテーテル留置期間が長い

◦ 排泄ケアのみならず，看護の原点に立ち返るなど意識の変化がみら
れた

◦ 排泄ケアの知識・技術の向上（オムツの当て方のスキルアップ，アセ
スメント能力の向上，尿測によるオムツの選択，排便コントロール）

◦ 介護職員の熱意に共鳴し，モチベーションが向上
◦ 各施設との情報交換が活発になった
◦ 認定看護師の活躍の場の拡大（施設訪問，訪問看護師からの往診依

頼など）
◦ 排泄ケアの知識が高まり，排泄誘導やオムツはずしの成果がみられ，

患者・利用者の満足度が向上
◦ 看護師，介護職員がやりがいを持っていきいきと働いている
◦ 経費削減により，病院，施設経営に貢献

図5　コンチネンスサポート連携シート

〈地域連携前の問題点〉 〈地域連携後の成果〉


