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高齢者の
排便コントロールの重要性

褥瘡リンクナースを中心にした
排便コントロールチームを組織

排便は，人間が生きていくために必要
な生理的欲求の1つであるが，高齢にな
ると食形態の変化や日常生活動作レベル

の低下，薬剤の使用などによって排便障
害が起こり，排便コントロールが必要と
なる．しかし，医療現場では，排便させ
ることを目的とした下剤の使用が多く，
なかでも経腸栄養患者に対しては，漫然
と腸刺激性下剤や浣腸が使用されている

のが現状である．
これに対して奥田氏は，「排便コントロ
ールにより患者さんに苦痛を与え，QOL
の低下やスキントラブルなどを引き起こ
していることに疑問を感じていました」と
語り，同院で実施している褥瘡リンクナ
ースを中心とした排便コントロールのと
り組みについて説明した（表1）．
排便コントロールが必要な経腸栄養患
者を対象に，主治医に経腸栄養剤の変更
やパンフレットを使用して排便コントロ
ールの協力を依頼した．排便日誌を使用
して便の性状をブリストルスケールで評
価し，毎月，褥瘡対策委員会後に排便コ
ントロールチームの小委員会を開催した．

表1　東香里病院の排便コントロールのとり組み

患者の状況 看護の状況 新たなとり組み

1か月後
◦2 名が腸刺激性下剤中止．便の性状も水様便から有形

便に変化
◦9名の患者で腸刺激性下剤量に変化なし

◦排便コントロールに関して，しっ
かりと申し送りやカンファレンス
による情報共有ができた

◦3日間排便がないと「出さないとい
けない」と看護師が感じる

◦再度，腸刺激性下剤を減少できるか検討
を依頼

◦腸内環境を整える目的で，ビフィズス菌
とオリゴ糖の使用を検討し，開始した

2か月後

◦新たに1 名の患者が腸刺激性下剤中止となり，便の性
状も改善

◦腸刺激性下剤量が変化しない患者の下剤量が5滴，10
滴と，5の倍数で調整されていた

◦下剤量は薬剤投与時のスポイトの
目盛りが 5 の倍数になっているこ
とが原因だと判明した

◦下剤量を微調整するために，ブリストル
スケールが 6 または 7 の場合は下剤を 1
〜2滴減量するように調整方法を決める

◦腸の動きを促進させる目的でADL拡大に
向けたケアを検討

3か月後

◦3名の患者で腸刺激性下剤が減量
◦ブリストルスケール7の便の性状はみられなくなった
◦硬便がみとめられる，便の性状が安定しない患者が2名
◦患者がベッドから離れる時間ができた（ADL拡大）

◦下剤の調整方法を決めたことで，
看護師の意識が変わった

◦ADL拡大に向けて看護師の意識が
変化した

◦硬便に傾いた患者には，緩下剤の検討を
主治医へ相談

 排便コントロールが必要な経腸栄養患者13名 
（うち2名は病態の変化により中止）

→3か月後の下剤使用量：減少27%，中止27%，変化なし46%    ブリストルスケールの変化：改善90%，変化なし10%，悪化0%

2012年2月24日，日本静脈経腸栄養学会の開催に合わせて，神戸市でネスレプレミアムセミナー
が開催された．経腸栄養剤使用患者の合併症である下痢や便秘対策を中心とした排便コントロー
ルの重要性とそのとり組みについて講演が行われた．

対象対 象
①経腸栄養剤をアイソカル・サポートへ変更
② 排便日誌を使用し，便の性状をブリストルスケールで評価
③ 毎月，排便コントロールチーム小委員会を開催

対象方 法

一般
演題 当院の排便コントロールへの

とり組み

医療法人三上会 総合病院東香里病院
副看護部長/皮膚・排泄ケア認定看護師

奥田 由美氏

講演者
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「排便コントロール前は，下剤使用のな
い患者さんから下剤滴数35までさまざま
な患者さんがいました．浣腸の併用も多
く，ブリストルスケール7の水様便がほ
とんどでした」と奥田氏は説明した．
排便コントロール1か月後には，2名
の患者で腸刺激性下剤が中止となり，便
の性状も水様便から有形便に変化．奥田
氏はこれを，「各病棟でしっかりと申し送
りやカンファレンスを行い，情報共有が
できたことによるもの」と評価した．一方
で，“ 3日間排便がないと排便させなけれ
ばいけない”と強く感じている看護師が
多いことがカンファレンスで明らかにな
ったという．
排便コントロール2か月後には，新た
に患者1名の腸刺激性下剤の使用が中止
でき，便の性状も改善した．また，腸刺
激性下剤使用量に変化がない患者では，
下剤量が投与時に使用するスポイトの目
盛りである5の倍数で調整されているこ

とがわかったため，ブリストルスケール
6または7の患者には下剤を1〜2滴減量
し，微調整するようにルール化した．同
時に，腸の動きを促進させるためのADL
拡大に向けたケアを開始した．
排便コントロール3か月後には，ブリ
ストルスケール7の便の性状はみられな
くなり，1日の大半をベッド上で過ごし
ていた患者の離床時間も確保できるよう
になった．奥田氏は,「下剤の調整方法を
決めたことやADL拡大に向けた看護師の
意識変革による成果」と説明する．

排便コントロールで重要なのは
看護師の意識を変えること

このとり組みによって，対象患者の
54%が下剤の減量ないし中止となった．
また，90%の患者でブリストルスケール
による便の性状の改善がみられたという．
「オムツ使用枚数にも変化があり，オムツ
代は1か月で5,000円以上安くなった患

者さんもいました」と話した．
臨床現場では，便秘改善のために腸刺
激性下剤を第一選択として使用している
ケースが多い．しかし，腸刺激性下剤は
長期使用により耐性ができたり，下痢を
きたして排便コントロールが困難になる
ことがある．排便日誌を活用して患者の
排便の性状を把握し，ブリストルスケー
ル3〜5を目的とした下剤量を調整を行
うことが重要となる．
「排便コントロールを行うためにいちば
ん必要なのは，看護師の排便コントロー
ルに対する意識を変えることです．その
ためには患者さんにとってよい排便コン
トロールについての知識や情報を共有し，
ケアを継続していくためのチームづくり
を行うことが重要です．成功体験を重ね，
排便コントロールの必要性をチームから
組織全体に広げていくことができれば，
医療や看護の質の向上につながると思い
ます」と結んだ．

経腸栄養管理中の患者の
下痢の鑑別診断

近年，脳血管障害の後遺症や認知症に
より，経腸栄養による栄養管理を実施し
ている高齢患者が増加している．
吉田氏は，「経腸栄養患者さんにはさま
ざまな合併症が起こります．投与ルート
による合併症や誤嚥性肺炎などの問題が
ありますが，どうしても多くなるのが下
痢や便秘といった排便コントロールの問
題です」と説明した．

経腸栄養管理中の患者の下痢の鑑別診
断でしばしば問題となるのは，クロスト
リジウム・ディフィシルによる腸炎であ
る．クロストリジウム・ディフィシルは，
芽胞を産生する細菌で，治療により細菌
数が減少しても芽胞として長期間生息す
るため，再燃・再発の可能性が高いという
（表2）．
「欧米では，NAP1というクロストリ
ジウム・ディフィシルの強毒性の株が流行
し，死亡する患者さんも多くいます」と吉
田氏は説明した．

そのほか，下痢の鑑別診断が必要なの
は，抗菌薬使用の有無や慢性膵炎などの
基礎疾患などである．また，吉田氏は乳
糖不耐症への注意を促し，「最近では，乳
糖を含まない栄養剤が増えていますが，
下痢の治療に使われる乳酸菌製剤には乳
糖が含まれています．下痢を止めるため
の薬剤で下痢を起こす可能性があるため，
どうしても下痢がおさまらない場合には，
乳酸菌製剤を中止してみることも1つの
方法です」と解説した．

酸化マグネシウム服用による
高カルシウム血症の発症

一方，便秘には器質性便秘と機能性便
秘があり，悪性腫瘍などによる狭窄やほ
かの臓器による圧迫が原因の器質性便秘
は，原因を取り除く治療が必要となる．
また，機能性便秘のなかで高齢者に多い
のは弛緩性便秘であり，食物繊維やプロ
バイオティクスを上手に活用することが

特別
講演 経腸栄養の合併症と対策

医療法人タピック
沖縄リハビリテーションセンター病院 内科

吉田 貞夫氏

講演者
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ポイントとなる（表3）．
「それでも改善しない場合には，適宜，
腸刺激性下剤を使用します．また，スト
レスが強い痙攣性便秘の場合も食物繊維
を使用しますが，不溶性食物繊維では便
秘の症状が悪化してしまうことがあるた
め，水溶性食物繊維を選択します」と吉田
氏は説明した．
高齢者の場合，毎日排便があっても，
直腸やS状結腸に便が詰まっていること
もあるという．吉田氏は，「毎日排便があ
ると宿便があることに気づかないことも
あります．ときどきおなかを触って，お
なかの張りやおなかに硬い便のようなも
のが触れないかを確認しましょう」と解説
した．
便秘に対して処方される下剤には，下
痢や腹痛，腹部膨満感，高マグネシウム
血症などの副作用がある．高マグネシウ
ム血症は，吉田氏が酸化マグネシウム内
服例で発症率を調べたところ，内服例の
ほうが有意に高かったという（図1）．
「高マグネシウム血症は，腎機能が低下
している患者さんに起こる可能性が高い
のですが，血清クレアチニン1.0mg/dL
未満の症例でも，高マグネシウム血症の
発症がみとめられました．血清マグネシ
ウムの測定を行っていない事例も多いと
思いますが，酸化マグネシウムを2g/日
など多めに投与している患者さんには，1
年に数回，血清マグネシウム値を確認す

るとよいでしょう」

酪酸を産生する能力が高い
PHGGで腸内環境を整える

次に吉田氏は，腸内環境の重要性につ
いて解説．「大腸粘膜のエネルギー源であ
る酪酸などの短鎖脂肪酸は，腸内細菌に
よる食物繊維の発酵によって産生されま
す．そのため，腸内環境を整えることが
非常に重要です」と話した．
食物繊維のなかでもとくに酪酸を産生
する能力が高いPHGGを多く含むアイソ
カル・サポートは，いろいろな患者に使用
でき，硬い便がほどよい硬さになったり，
水様便が固形便になる傾向がみられると
いう（図2）．
「下痢になるとオムツから漏れてシーツ
も汚染され，あとのケアが非常に大変に

なりますが，アイソカル・サポートを使い
続けることで便の性状が改善します」と説
明．栄養剤を変更してもうまくいかない
場合には，基本的なサポートをもう一度
見直す必要があるという．
「水分量が足りているか，宿便はないか
を確認し，ときどき離床させて腸を動か
すようなレクリエーションをするなど，
患者さんの活動をサポートしてください．
排便コントロールにも非常によい影響が
あると思います．PHGGだけでコントロ
ールできない人には，適宜，腸刺激性の
下剤を使いますが，毎日ルーチンで使う
のではなく，数日に1回など適宜使用し
て経過をみていきます．また，排便コン
トロールに有効な漢方もあります」と説明
した．

PHGG：partially hydrolyzed guar gum，グアーガム分解物

表2　 経腸栄養患者の下痢の鑑別診断

◦C.difficile（クロストリジウム・ディフィシル）や
MRSA，そのほかの細菌による腸炎

◦抗菌薬の使用

◦慢性膵炎→脂肪性下痢

◦乳糖不耐症（ラクターゼ活性の低下）
 ◦日本人の約20%程度は先天的
 ◦加齢の影響による成人型も知られている

※乳酸菌製剤にも乳糖が入っている

◦虚血性腸炎

◦潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患

◦過敏性腸症候群

表3　便秘の原因と対処法

対処法：手術など

◦弛緩性便秘（腸の動きが悪くなることが原因）
対処法：食物繊維，プロバイオティクス，腸刺激性下剤

◦痙攣性便秘（ストレスなどにより，腸が過度に収縮）
対処法：ストレス対策，浸透圧性下剤，水溶性食物繊維

◦直腸性便秘（便をがまんするなどにより，直腸の反応が
低下）
対処法：水分摂取，食物繊維，生活習慣の改善

器質性便秘（消化管の狭窄，圧迫など）

機能性便秘

吉田貞夫：半固形化栄養法のQ&A．月刊ナーシング，
27（9）：49，2007．

もともと酸化マグネシウムを 1 日 2g
内服していたが，血清マグネシウム濃
度が 2.8〜3.2mg/dLまで上昇したた
め，センノサイドに変更．
その後，下痢状の便が続いていたため，
センノサイドを中止し，アイソカル・
サポート（PHGG1日18g）に変更．
便秘になることもなく，ほどよい硬さ
の便へと便性状が改善

図2　アイソカル・サポートを使用した症例

84歳，男性．進行性核上性麻痺のため胃瘻を造設．

図1　 血清マグネシウム値の比較
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本セミナーは第27回日本静脈経腸栄養学会開催期間中に行われたこともあり，
特別講演を行った吉田貞夫氏から，最新の栄養ケアの話題も紹介された．

①経腸栄養患者の低ナトリウム血症

経腸栄養患者の低ナトリウム血症の原因
で最も多いのが，下垂体から抗利尿ホルモ
ンが異常に分泌されるSIADHであり，ナ
トリウムの摂取量を増やしても低ナトリウ
ム血症の改善がみられないことがある．

SIADHは，肺炎や気管支炎などの気道
感染や肺がんといった呼吸器疾患の患者，
脳腫瘍や頭蓋内出血患者に起こりやすいと
いう．「とくに誤嚥性肺炎を起こしている高
齢患者さんの場合，背部に肺炎像が見つか
ることもありますので，頭部と胸部CT，胸
部X線で確認します」と吉田氏は説明した．

そのほか，低ナトリウム血症の原因には，
利尿薬の服用，うっ血性心不全，高齢患者
ではMRHEなどがあげられる．血漿浸透
圧や脱水の状況によって原因を明らかに
し，治療を開始する（図3 ）．
「SIADHの可能性があれば，水分量を 1

日につき体重 1kg当たり 15〜 20mLと半
分程度に減らし，1〜 2 週間ナトリウム濃
度の変化をモニタリングします．また，水
分量を減らしても摂取エネルギー量が減少
しないように，高濃度液状栄養食などを活
用します」と話した．

② 後期ダンピング症候群の 
血糖値コントロール

胃切除術後の患者には，頭痛，倦怠感，
脱力感，冷汗，動悸などの後期ダンピング
症候群が起こりやすい．ダンピング症候群
の症状に対しては，糖質の減量，低GI食品
の利用，分食などが効果的であり，症状を
がまんしていると，インスリンの過分泌が
起こり，ランゲルハンス島の疲弊によって
糖尿病を発症することがある．

また，経腸栄養患者も低血糖のリスクが
高く，持続的な血糖値のモニタリングを行
うと，とくに深夜に血糖値 70mg/dLを下
回る低血糖が何度も起きていることがわか
ったという（図4 ）．
「複数の患者さんで調べると，30分以上

の低血糖が最もみられたのは0〜6時でし

た．低血糖や血糖変動を放置すると，意識
レベルや認知機能の悪化につながるという
報告もあります．経腸栄養患者さんがいつ
までも安心して暮らせるように，低血糖を
コントロールしていくこと，それに配慮し
た栄養剤を選択する必要があると思いま
す」と吉田氏は説明した．

③ インスリン抵抗性に対する 
アルギニンの効果

続いて吉田氏は，糖尿病性潰瘍に対する
アルギニンの効果を解説．アルギニンには，
プロコラーゲンの産生を増加させる“用量
依存性”の効果があるという．一方，創滲
出液の一酸化窒素（NO）含有量に対しては，
非糖尿病例でアルギニン強化群と非強化群

で変化がないのに対し，糖尿病例ではアル
ギニン強化群で有意差がみられる“病態依
存性”の効果もみられる．

また吉田氏は，アルギニンのインスリン
抵抗性改善効果について，アルギニンを強
化したグルコパルを使用した症例で検討．
インスリン抵抗性の指標であるHOMA-Rが
改善していることがわかったという（図5 ）．
「インスリン抵抗性の患者さんは，NOを

産生する酵素であるeNOsの活性が低下し
ていることが，東京大学大学院医学研究科
/医学部附属病院糖尿病・代謝内科グループ
の研究によって明らかとなりました」と解
説．今後さらにアルギニンやNOの血糖コ
ントロールへの関与が注目されると指摘し
た．

SIADH：syndrome of inappropriate secretion of ADH，抗利尿ホルモン不適合分泌症候群
MRHE：mineralcorticoid responsive hyponatremia of the elderly，ミネラルコルチコイド反応性低ナトリウム血症
HOMA-R：homeostasis model assessment insulin resistance，インスリン抵抗指数
eNOs：endothelial NO synthase，内皮型一酸化窒素合成酵素

図4　持続血糖モニターで検出された低血糖
図5　 糖尿病8症例の 

HOMA-Rの推移
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HOMA-R＝
　空腹時血糖（mg/dL）×
　血中インスリン濃度（μU/mL）÷405

図3　低ナトリウム血症の診断・治療
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吉田貞夫編：見てわかる静脈栄養・PEGから経口摂取へ．
Nursing Mook65，学研メディカル秀潤社，2011．

栄養ケアの
最新の話題から

〈症例〉一般用液体栄養剤の場合，夕食前や深夜〜早朝5時に
かけて35分にわたり，70mg/dL未満の低血糖がみとめられ
たが，低GIの栄養剤を使用することで低血糖は改善した
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