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在宅ケアの選択肢を広げる
二品系装具の必要性
フォーマフレックス皮膚保護剤の特性を活かした症例発表

2012年2月4日，第29回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
総会で株式会社ホリスター共催のランチョンセミナーが開催された．
国際医療福祉大学三田病院の皮膚・排泄ケア認定看護師の石黒幸子
氏が症例を示しながら，ストーマ装具の特長や在宅での患者の生活
背景をふまえたストーマ選択の重要性について解説した．

第29回
日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会

ランチョンセミナー開催
共催：株式会社ホリスター ホリスター事業部

表1　二品系装具の特徴

◦TPOに合わせ，ほかの種類のストー
マ袋に交換できる
◦面板とストーマ袋を別々に交換でき
る
◦ストーマを直視できるため中心がず
れずに装着できる
◦面板のストーマ孔が開けやすい
◦単品系と比較すると装具全体が硬
く，しわやたるみをある程度支持し，
安定を得ることができる

長 所

◦面板からストーマ袋がはずれる可能
性がある
◦�ストーマ袋部の脱着をするときにフ
ランジ部分に便が付着してにおいの
原因になることがある
◦フランジ部に厚みがある（粘着式を
除く）
◦骨突出などがある場合，密着を得に
くい
◦単品系と比較して高価
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在宅での生活をふまえた
ストーマ装具を選択

講演の冒頭で石黒氏は，ストーマ保有
者の在宅ケアにおける問題点として，①
効率的な医療や看護の提供をめざした
DPCの導入，②患者の高齢化と介護保険
を利用した在宅医療の推進，③訪問看護
の利用による経済的負担，④高齢独居，
老老介護，などがあると指摘．さらに，「地
域で活動する皮膚・排泄ケア認定看護師が
非常に少ないのが現実です．訪問看護師
もストーマケアや褥瘡ケアに取り組んで
いますが，なかなか追いついていないの
が実状です」と説明した．
また，2011年の厚生労働省の通達によ
り，専門的な管理が必要ではない場合に
は介護職によるストーマ装具交換が可能
となった．そのため，今後は在宅や介護
施設でのストーマ装具交換業務が看護師
から介護職に移行するものとみられてい
る．これについて石黒氏は，「ストーマケ
アが楽になるというわけではありません．
介護職への，私たち皮膚・排泄ケア認定看

護師からの情報提供を考えていかなくて
はなりません」と指摘した．
続いて，在宅ケアをふまえたストーマ
装具の選択肢について解説．なかでも二
品系装具の長所を，「TPOに合わせて袋が
使い分けられ，ストーマ袋だけの交換が
可能で，ストーマ袋をはずせばストーマ
を直接観察することができます．装具全
体に硬さがあり，しわやたるみがあって
も安定させることができます」と説明．短
所としては，ストーマ袋と面板がアクシ
デントによりはずれてしまうことがある，
フランジ部分に便が付着するとにおいの
原因になる，骨突出部などでは密着しに
くいといった点をあげた（表1）．

ストーマ交換業務を標準化し
術後翌日から二品系装具を使用

国際医療福祉大学三田病院のストーマ
造設件数は年々増加しており，2010年は
30件に増えた．内訳は，一時イレオカバ
ーが46%，一時コロストーマが11%，緩
和ケアを目的としたストーマ造設は25%
で，永久ストーマの割合は18%だという．
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「当院は，永久コロストーマを造設した
患者さんが2年間で5名と少ない状況で
す．スタッフもセミナーや研修で勉強し，
オリエンテーション用紙やチェックリス
トを作成していましたが，造設件数が少
ないため，私が入職する前は決まったス
タッフがストーマケアを担当することが
多かったようです」と石黒氏は説明した．
ストーマ造設件数増加に伴い，経験の
少ないスタッフもストーマケアを行うよ
うになり，「看護師が術後初回の装具交換
に不安を感じていると，患者さんにも伝
わってしまいます」と石黒氏．交換を手際
よく行うことで，「患者さんに対し，装具
交換が容易だとアピールすることが大事」
と強調した．
同院では以前，ストーマ造設時にKG
系の下部開放型装具を装着し，医師の指
示により毎日洗浄して単品系装具に交換
していたという．単品系装具の場合，装
具をはずして洗い，また貼るという煩雑
さもあり，看護師の負担も大きかった．
そのため石黒氏は，術後翌日から二品系
装具への変更を提案．袋をはずして接合
部を洗浄して観察する．最近では，排泄
物が接合部に接触しないように密閉のま

ま次の交換日を迎えることもある．
現在同院では，術後からのストーマ交
換業務の標準化をめざしており，術後1
日目から，アダプト皮膚保護シール
48mmとニューイメージFWFテープ付
を使用（図1）．アダプト皮膚保護シール
でストーマ近接部を保護することができ，
ストーマ孔を大きくカットすれば，浮腫
のあるストーマを傷つけることもない．
「ストーマのサイズに合わせる必要がない
ので，非常に手早く，誰にでもできます」
と石黒氏は説明した．
また，ニューイメージFWFテープ付
は，フランジが浮動型で，ストーマ袋勘
合時に腹部を押す必要がない．手術直後
で，腹部に痛みがある患者に対しても，
痛みを感じさせずに袋をはずし，再勘合
することができる．テープを自由にカッ
トすることで，正中創とストーマが別々
に管理できるメリットもある．
「小切開した部分とドレーンが近い場合
も，ドレーンからの滲出液で汚染される
ことがないようにテープをカットします．
カットしても残りのテープ部分で固定で
きます」と石黒氏は説明する．
初回交換後は，腸蠕動，排泄物の量と

性状により，術後4〜7日目に交換を行い，
抜糸のタイミングに合わせて次の装具を
検討する．術後は，離床と食事の進み具
合や患者の便廃棄の動作，腹壁の状態，
手指の巧緻性，便の量と性状などを加味
したうえで，患者の希望を聞き，経済的
負担や退院後の生活に合わせて装具を選
択するという．
二品系装具はコスト高というイメージ
があるが，これに対しても石黒氏は，「看
護師の業務負担を軽減することができ，
人件費の削減にもつながると思います」と
説明した．

ストーマケアの地域連携報告書で
切れ目のない在宅ケアに移行

次に石黒氏は，退院後の患者の生活背
景をふまえてストーマ装具を選択した症
例を示した．
事例1の患者は1人暮らしだが，装具
交換は，訪問看護師や近所に住む家族で
対応できると考えられた．ターミナルで
排泄量の減少が予想されたため，装具交
換回数も減ることが想定された．また，
腹部膨満があり，腹部に押し当てる必要
のある固定型の面板では痛みを生じるこ
とが考えられたため，腹部を圧迫せずに
交換できる，浮動型のニューイメージ
FFFテープ付を選択．術後7日目の装具
交換時に試行した．
「ストーマ孔を大きく広げてすっぽりと
かぶせ，周囲に密着させています．未抜
糸のストーマ粘膜皮膚接合部の保護もで
き，正中創との別管理が可能です．9日
目からは娘さんへの指導を開始しました
が，“簡単なので，これならできます”と
のことでした．早期退院を希望していま
したので，1日おきに練習をしてもらい
ました」と石黒氏は話す．
17日目の退院時共同指導では，家族と
訪問看護師向けに作成した装具交換の指
導書に沿って指導を実施．さらに，切れ
目のないケアを実施するため，石黒氏が
作成した『ストーマケア地域連携報告書』

図1　ストーマ交換業務の標準化

アダプト皮膚保護シール�+�
ニューイメージFWFテープ付 退院

術後
1日目 4日目

7日目
以降

14日目
以降

手術日
KG系下部
開放型

アダプト皮膚保護シール（48mm）
→交換時の時間短縮
ニューイメージFWFテープ付（57mm）
→ストーマ孔を大きくカットできる

〈メリット〉
◦500円/日で，3日目の
交換で業務負担が軽減
◦浮動型フランジで装着
時の創痛を軽減
◦テープをカットして正
中創やドレーンにかか
らないように調整

個々の状況に合わせた装具選択
（ニューイメージFFFテープ付など）
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事例1
80歳代，女性．直腸カルチノイド，肝・肺転移あり．通過障害が出
現し，ストーマ造設目的で予定入院．ストーマ造設はハルトマン
手術を施行．ターミナルであることは本人にも告知している．近
所に子ども（娘）が住んでいるが1人暮らしを希望しており，介護保
険の利用を予定．できるだけ早く退院したいと希望している．

装具選択のポイント
◦自宅での1人暮らし
◦便廃棄ができれば，訪問看護や子どもの支援で装具交換が可能
◦ターミナルのため，食事量・排泄量の減少が見込まれ，交換間
隔は延長できる
→�交換方法がすぐに覚えられるニューイメージFFFテープ付を選
択

で情報を共有した．これは，病院で左半
分を記入し，何かあれば訪問看護師が右
半分に質問事項を書いて病院に送付する
形式で，送られた質問にはアドバイスを
つけて返すという．用紙の裏には物品の
名称や合併症についても掲載し，教育的
な資材としても活用している．

潜り込みのあるストーマにも
追従性の高い二品系装具を選択

続いて石黒氏は，緊急のストーマ造設
事例を紹介（事例2）．横行結腸にストー

マ造設を行ったが，高さが得られず，正
中創からも1.5cmの位置だったという．
術後30日が経過したが，仰臥位では平
坦な腹壁が，坐位では深くしわが入り，
ストーマが潜り込んでしまう状態であっ
た．また，患者自身がストーマ袋の汚染
を気にかけており，単品系装具で毎回の
交換を希望していたという．
「ストーマが腹壁に潜り込んでしまうよ
うな場合は，凸面の装具を選び，アクセ
サリーを使いながら，露出面を減らす方
法を考えることが多いと思いますが，単

品系の凸面装具は袋越しになってしまう
ので，貼布が難しくなります」と石黒氏．
硬めのリング状の皮膚保護剤をカットし
て腹部に貼り補正を試みたが，正しい位
置に補正ができず，便の潜り込みによる
皮膚障害を生じたため，患者も納得した
うえで二品系装具の使用が決まったとい
う．
「次に問題になるのは面板です．手間を
すこしでも省くために補正が不要な面板
の使用を考えました」
ここでも石黒氏が選択したのは，ニュ

◦正中創から2cm，未抜糸
◦腹部は硬めで膨満

退院後の装具を試行
◦ストーマ粘膜に浮腫がある
◦未抜糸のストーマ粘膜皮膚
接合部の保護が可能

◦正中創との別管理が可能

術後7日目（装具交換3回目）

◦形状を維持している

術後8日目（使用開始1日目） 術後9日目（使用開始2日目）

◦粘膜の壊死組織が残るが，
辺縁がはっきりしてきた
◦1日おきに週3回，子ども
（娘）が練習
◦この間に介護保険調査あり

◦家族用に作成した装具交換の指導書に沿って練習
◦同じ指導書を訪問看護師に提供し，指導書に沿って
交換を実施

術後17日目

退院時共同指導

◦「ストーマケア地域連携報告書」の使用
◦外来通院ができないため，訪問看護師がケアに不安を感じたときに
相談先と連絡をとるツール
◦訪問看護を利用しながら外来通院するストーマ保有者にも使用

訪問看護によるケアの継続

術後19日目 退院
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ーイメージFFFテープ付だった．そのね
らいは，皮膚に密着させることで，深い
しわにも追従するのではないかと考えた
からだという．
「高さのないストーマであり，排泄物の
性状や量の違いによって使用できるかど
うか，経験値も情報も少なくわかりませ
んでしたが，まずはやってみようと思い
ました」と石黒氏．ストーマの近接部に密
着させるようにニューイメージFFFテー
プ付を押し付けて貼ったところ，翌日，
近接部の膨潤はみられたものの，密着が
確認できた．
使用3日目の交換時には，便がゆるく，
しわへの潜り込みもあったが，便性のコ
ントロールができれば使用可能と判断．
そこで週2回の交換曜日を決め，入院中
に練習を重ねていったという．
「便性がまとまるにつれて皮膚の状態が
維持でき，スキントラブルも起こりません
でした．この患者さんは認知症があるた
めパンフレットを作成しました．現在は訪
問看護や訪問介護を利用せず，患者さん
自身で装具の交換を実施しています．皮
膚障害もありません」と石黒氏は説明した．

◆
最後に石黒氏は，講演の冒頭で解説し
た在宅ストーマケアをめぐる問題点にふ
れ，「装具交換の手技が簡単な二品系装具
が，こうした問題を解決するカギになる
のではないかと思います」と話した．
さらに，「二品系装具は，ストーマ造設
直後からのケアの標準化に有効であり，
看護業務の改善をもたらす可能性がある」
と提案．ストーマ保有者の高齢化，入院
期間の短縮化という現状の解決の一端に
なるのでは，とした．
「ただし，どんな場合でも，装具の組成
や構造，何よりもストーマ保有者の生活
背景をアセスメントして装具を選ばなく
てはなりません．患者さんの生活をより
よくするための装具であることを忘れな
いでください」と結んだ．

◦横行結腸でストーマ造設
したが，引き上げられず，
ストーマの高さがない
→�二品系装具で2回/日
洗浄対応

術後1日目

リング状の皮膚保護剤をカットして補正

◦仰臥位のときは腹壁にしわの
ない状態であった
◦坐位のときは腹部に深くしわ
が入りストーマが潜り込む
◦ストーマ袋の汚染が気になり
がまんできない→単品系を希
望

術後30日目

〈仰臥位〉 〈坐位〉

◦練習してもうまく貼れない
◦単品系装具使用後，中1日で
皮膚障害発生

ニューイメージFFFテープ付使用開始

使用1日目 使用3日目 ◦便性のコントロールができれば
使用可能

◦アクセサリーも不要に
→�皮膚障害予防のため週2回交
換を実施

4か月後（化学療法入院時）

・5日以上使用している様子あり
・皮膚障害なし
・1人で交換を実施

事例2
70歳代，女性．卵巣カルチノイドで術
後化学療法を2クール実施．イレウスを
発症して緊急入院となり，緊急ストーマ
を造設（マーキングは実施して入室）．1
人暮らしで子ども（娘）が近所に住んでい
る．介護保険の利用はない．はっきりと
した会話は可能だが，認知症がある

装具選択のポイント
◦追従性の高いフルイドPIB
◦用手形成が可能
◦浮動型フランジで腹壁の影響を受けにくい
◦テープ付きで腹壁に追従
→排出口にも慣れているため，同じストーマ
袋が使用できるニューイメージFFFテープ
付を選択

認知症があるため，「パウチ
交換パンフレット」を作成
し，面板の補正にはスプー
ンの柄を使用


