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「コンチネンスケア」を
考える

シ リ ー ズ

患者の快適性や個別性を考え
倫理的配慮を重視した排泄ケアを推進

本庄総合病院

排泄ケアは人間としての尊厳にもかかわるため，看護師一人ひとりの考え方や意識によって，
その質は大きく変わってくる．
排泄ケアのあり方を見直し，看護師の意識が向上したことで，
ほかのケアにもよい波及効果が生まれているという
本庄総合病院の大矢ノリ子看護部長に話をうかがった．大矢 ノリ子看護部長

“容易なオムツ交換”から
患者中心の排泄ケアへ

──TENAを導入した理由を教えてくだ
さい．
2008年，私が看護部長として着任した
ときは，さまざまなメーカーのオムツの
なかから看護師や介護職がそれぞれ使い
やすいものを使っていました．まず驚い
たのはごみの量です．朝，収集場所には
各病棟から4〜5袋分のごみが出ていま
したが，そのほとんどがオムツで，病棟
にも常ににおいが残っていました．
また，オムツの重ね付けで患者さんの
股関節の可動域が制限され，効果的なリ
ハビリテーションができないといった状
況も目にしましたし，排泄ケアは羞恥心
を伴うケアです．このことはケアをする
者であればわかっているはずなのです．
しかし，多忙のあまりか，看護師や介護
職がカーテンを閉めずにオムツ交換をす
るなど，倫理的配慮に欠けたケアを実施
しており，他職種から指摘されたことも
ありました．このような状況を何とかし
なければと悩んでいました．看護師の意
識を高めるためには，排泄ケアの知識や
技術，そして失禁のある患者さんの心の
痛みを感じることが必要だと考えました．
そんなときに，TENAアドバイザー※か
ら話を聞く機会がありました．TENAの
製品としての質の高さはパンフレットな

どを読んで知っていましたが，何よりも
“この地域の病院の排泄ケアを少しでもよ
くしたい”“自分の家族が入院したときに
受けたいと思えるケアを提供できるよう
サポートしたい”という熱意に共感しま
した．協力しながら一緒に排泄ケアを変
えていくことができるパートナーだと思
えたことが大きかったと思います．
──TENAへの切り替えはスムーズに進
みましたか？
それまでは，オムツを何枚も重ねて巻
き，汚れたら引き抜くという，スタッフ
が容易な方法でオムツ交換を行っており，
患者さんの個別性を考えていませんでし
た．スタッフには，「排泄ケアを粗末にし
てはいけない」と折に触れて話をしました
が，当初は介護職の抵抗もありました．
看護師からは「TENAに変えたことで
大変になった」という声がある一方，「発赤
が少なくなった」という成果も聞かれ，勉
強会を開催し，個々の排泄状況を把握し
たうえでケアを行うことにより，排泄ケ
アへの意識が年々変わってきました．
また，TENA導入と同時期にCST（コ
ンチネンスサポートチーム）をつくり，病
院全体の排泄ケアの向上をめざして活動
を開始しました．CSTは，8病棟から看
護師1名ずつと，介護福祉士2名，看護
師長，看護主任など計10名で構成され，
月1回委員会を開催しています．委員会
には毎回TENAアドバイザーに入っても

らい，オムツの使い方を話し合ったり，
フローチャートも作成しました．今後は
マニュアルづくりをめざしています．

定期的な学習会を開催し
排泄ケアの倫理観を学ぶ

──排泄ケアの技術や意識の向上に向け
てどんな活動をしていますか？
私自身が父の介護を通じて，患者さん
の尊厳を守る排泄ケアの大切さを実感し
ていたので，学習会ではケアの方法だけ
でなく，倫理的配慮についても学んでい
ます．
実際のケアの方法は，TENAアドバイ
ザーに勉強会を実施してもらったり，夜
間のオムツ交換に立ち会ってもらいまし
た．病院内での教育だけでは行き届かな
いところもありますし，多忙な業務に追
われるなかでの排泄ケアは，非常に崩れ
やすいケアのひとつといえます．そこで，
質の高いケアが継続的に実施できるよう
に，標準化をはかりました．それが継続
できているか，現在でも会議や勉強会な
どを通じ，定期的に計画，実施，評価を
行っています．
──排泄ケアへの意識は変わりましたか？
看護の視点では，尿量測定や便の性状
の確認などを重視しますが，オムツの質
にはあまり関心がありませんでした．し
かし，医師にオムツについて尋ねられた
とき，肌触りや吸収性の高さなど，患者

※TENAアドバイザー：施設・病院のコンチネンスケアの課題やコスト効率を分析してサポートする専門アドバイザー
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さんの快適性を保つことの重要性が説明
できるようになりました．患者さんの安
全性と快適性を第一に考え，オムツの質
に目が向くようになったところに，大き
な変化を感じます．
オムツ交換回数も1日 6〜 7回から2
〜3回に減少し，夜間も患者さんの睡眠
を妨げず，良質な睡眠を提供できるよう
になりました．また，これまでオムツ交
換に当てていた時間を別の看護サービス
に当てられるようになり，排泄を知るこ
とで，食形態や口腔ケア，褥瘡ケアなど
への関心も高まりました．経腸栄養剤の
選択や口腔ケアでは，誤嚥性肺炎の大幅
な減少という成果が出ており，褥瘡ケア
では，個々の患者さんに合わせた体圧分
散マットレスの選択や，スキンケアなど
に力を入れています．
──そのほか，TENAに切り替えたこと

での変化はありましたか？
病棟内はにおいもなくなり，各病棟で
4〜5袋あったオムツのごみの量が1袋に
減少しました．また，各病棟で使用した
オムツの枚数をチェックしているため，
スタッフのコスト意識も高くなっていま
す．TENAに切り替えたことで，患者さ
ん一人ひとりに目を向け，アセスメント
の充実をはかり，個別ケアの徹底や尊厳
に配慮したかかわりができるようになり
ました．また，業務が省力化され，カン
ファレンスの時間も増えたことで，患者
さんにとって何が大切なのかを考える看
護につながっています．こうした取り組
みを看護研究でも発表しています．
患者さんからの要望もあり，現在は法

人内の介護施設だけでなく，近隣の介護
ショップや介護施設でもTENAを使える
ようになりました．退院後も継続して使
用してもらえる環境が整ってきたことは，
地域全体の排泄ケアの質の向上に役立つ
と思います．
──今後の課題を教えてください．
排泄ケアには，「これでいい」という終わ
りはありません．当院は終末期に向かう
高齢患者さんが多いため，“こういう看護
を受けてよかった”と患者さんや家族に
感じてもらえるよう，みえない部分にも
寄り添える看護の実践をめざしていきた
いと思います．そのためには，いま以上
に倫理的配慮に基づく排泄ケアを実践し
ていきたいと考えています．

医療法人本庄福島病院 本庄総合病院
〒367-0031
埼玉県本庄市北堀1780
TEL 0495-22-6111
http://www.honjo-hp.jp/

TENAサービスについての詳細 ▶ http://www.tena.co.jp/Professionals/TENA-Services

本庄総合病院の排泄ケアの取り組み

同院では，月1回HQM（hospital & humanistic quality management）活動を行っており，
各病棟でテーマを決めて改善活動を実施．年1回の発表会では排泄ケアがテーマにあがるこ
とも多い．大矢看護部長は，「自分たちで気づき，考える看護の実践をめざした改善活動とし
て，2008年からHQM活動を始めました．月1回コンサルタントから指導を受けていますが，
取り組むテーマや発表の内容も質が向上しているという評価を受けています」と説明する．

〈HQM活動の発表会から〉
療養病棟における排泄ケアの倫理観に対する 
職員意識調査（ 3F療養病棟職員一部掲載）

「ゆとりのケア」実施に向けた 
排泄ケア作業時間の短縮

尿もれを防ぐため，患者に合ったオム
ツの選択を行う「オムツフィッティング
アセスメントシート」を作成．毎食後の
排泄パターンを把握し，個々に合った
排尿誘導なども行い，排泄ケア作業時
間を 1 人 1 日 20 分短縮した．これに
よって入院患者のメンタルケア（語ら
い・見守り）の時間を創出する「ゆとりの
ケア」が実現した．

HQM活動として排泄ケアを見直す

オムツフィッティングアセスメントシート
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CST活動の一環として，講師による排泄の倫理研修を実施．CSTではこ
のほか，統一したアセスメントやオムツ選択の実施をめざしたフローチャ
ートの作成なども行っている

〈CST委員会（コンチネンスサポートチーム）〉
2009年4月発足
メンバー：委員長・副委員長・各病棟選出スタッ

フ（ 8名〜10名）
活動：毎月1回委員会
目的：安全で安心した普通の生活が実現できる

ように支援する●最良の方法でコンチネンス
をサポートする

目標：看護部間の排泄ケアの標準化をはかり，統一したケアを実現●倫理観と愛情
を持って排泄ケアができる

方法：排泄アセスメントを行い，どのようなケアが必要か判断する●適切なコンチ
ネンスサポートが行われているかチェックする●各患者さんへ，最もふさわしい
コンチネンスサポート方法を指導・提言する●排泄管理に伴う合併症を予防・早期
発見・治療ケアする●排泄管理上の疑問に答え，相談・解決する●資材・素材の無
駄を削減する●早期退院や社会復帰を助け，QOLの向上に努める●常に新しい
知識の習得や志気の向上をはかる

同院では，医事課が各病棟のオムツの使用状況をチェックしている．コス
トが目に見えてわかるようになり，ごみの廃棄量も大幅に減少した．

CST委員会による活動

コストの削減

講師による排泄の倫理研修

●月平均のオムツ購入にかかる費用 ●オムツ類廃棄にかかる費用

TENA
導入前 

TENA
導入後

120万円

90万円

TENA
導入前

2010年

2011年

TENA導入後

995,400円

790,650円

693,000円


