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　「テープを使うと皮膚バリア機能が障害
される」といわれますが，今回は「テープ
の皮膚バリア機能に対する影響に関する
検討」という研究について紹介します．
　研究目的は，「ストーマ装具に使用され
ているテープの皮膚バリア機能に対する
影響の一端を検討する」こと，対象は20
～40歳代の健常成人10名（女7名，男3名）
です．ホリスター社の新テープ（ニューイ
メージ）と旧テープ（ぴたりんバリア）の，
テープ貼付部と非貼付部における角質水
分量を測定しました．
　なお，テープ剥離後の測定時間は事前
に検証し60分後としました．

テープ貼付部と非貼付部における
角質水分量の変化

　角質水分量の変化は，
① 被検者における測定環境を一定にする
ため，検討開始3日前より1日2回測
定部位にヘパリン類似物質含有軟膏を
塗布した
② 前腕内側において，テープ剥離後60分，
テープ貼付部位およびその周囲の健常
皮膚の角質水分量を測定し，両者を比

較した
③ テープは24時間ごとに取り換え，4日
後，7日後の角質水分量を検討した
④ 試験期間中も健常皮膚には1日2回測
定部位にヘパリン類似物質含有軟膏を
塗布した
という方法で行いました．
　その結果，
① 旧テープは剥離後60分において，テー
プ貼付部位は健常部に比較し角質水分

量は低下した
② 新テープは剥離後60分において，テー
プ貼付部位は健常部に比較し角質水分
量は変化がなかった
というものでした．
　つまり新テープは，旧テープに比べて
角質水分量に影響を与えない可能性と，
ストーマ装具貼付部における皮膚バリア
機能を障害しない可能性があることが示
唆されました．

テープをこんなにベタベタと…
「安心」と「安全」を両輪に．社会復帰後の現実をいま一度見直してみる

第35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

2018年2月24日（土），第35回日本ストーマ・排泄
リハビリテーション学会総会（ロイトン札幌）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．
テープの皮膚バリア機能に対する影響，テープ付きス
トーマ装具の特徴などについて講演された．
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特定行為研修担当

●旧テープと新テープの角質水分量の比較
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　2017年にストーマ患者のテープ使用に
ついて調査したところ，①外来で40％前
後の患者が医療用テープを使用し自己対
処していた，②そのうち実際に日常生活
で「漏れ」を経験した患者は4人（約15％）
だった，③入院中に「漏れ」を経験した患
者は6人（約23％）で，そのほとんどがイ
レオストミー造設患者であった，④「漏れ」
の経験をしていない患者は 16 人（約
60％）であった──というものでした．
　患者さんがテープを貼る心理として，
①漏れへの恐怖，不安，心配，②不快な
思いの回避，③安全策の確保，④周囲へ
の配慮があり，自分自身でなんとかしよ
うと思っていることが推測されます．
　また，患者さんは漏れないようにテー
プを使う方向に考えを傾けがちですが，
私たち医療者は漏れ防止のためにテープ
を使うより，皮膚保護をどう行うかを優
先的に考えており，生活するうえで価値
に差が生じているのではないかと考えら
れます．確かに皮膚保護剤がもつ作用と
比較するとテープには皮膚を守る作用は
ほとんどなく，テープ付き装具は敬遠さ
れがちです．

テープ部分の特徴を
明らかにするための

JIS規格による試験を実施

　そこで，ホリスター社テープ付き装具
の特徴を明らかにするための検査を実施
しました．
 代用特性（ガラス板など）は3回測定した
平均値を，実用特性（ヒト皮膚粘着力，角
質細胞剥離面積率）は被検者5名の前腕に
て測定した平均値をみました．新テープ
（ニューイメージ），旧テープ（ぴたりんバ
リア）を比較しました．
　その結果，新テープの特徴として，
① 粘着剤はやわらかく，透湿性が高い
② 皮膚粘着力が高く安定していて，固

演者　
小林 智美 先生装具選択に向き合う──安全・安心・安楽に講演 2

定力も高い
③ めくれに弱いが，皮膚追従性が高い
④ 粘着残りが少ないため，皮膚への負
担は軽減してある
⑤ 角質剥離はほとんどなく，過去に測
定された国産医療用テープの機能に
遜色ないレベルである

ことがわかり，テープ付き装具の特性が
数値として示されました．

テープ付き装具使用症例

　当院のWOCケア相談外来における
テープ付き装具使用症例を紹介します．

1 テープ付き装具が必要だった症例
 傍ストーマヘルニアを合併
患者：70代，男性．S状結腸ストーマ
ストーマ保有暦：24年

　8年前に当院のWOCケア相談外来を受
診され，晩期合併症である傍ストーマヘ
ルニアを合併していました．ロック式装
具を使用し1～2日で漏れており，「漏れ
るのは普通のこと」と話していました．
　1年後，ヘルニアが増大したことから
装具変更を提案し，ホリスターニューイ
メージFTFフリーカット70mmを使用
しました．

　「皺がよっているし薄すぎて不安」など
の言葉もありましたが，テープが追従し
ている様子が観察されました．最近は加
齢による皮膚の変化はありますが，皮膚
障害を起こしたことは一度もありません．
患者さんも「この装具にしてから一度も漏
れていません．変更して本当によかった」
と話し，現在も現役で働いておられます．
　この患者さんの場合，
• 極度の傍ストーマヘルニアの場合，
固定力を安定させるためには広い面
積が必要である（ 57mmではなく
70mmのテープ付き装具が合致した）

• 漏れがない快適な生活を患者が実体
験でき気持ちが変化した
• 皮膚が傷つかないようにケアするこ
との必要性を理解してくれた

ことから，装具変更が成功したと思われ
ます．

2 テープ付き装具の使用を迷った症例①
 副腎皮質ステロイド剤の内服
患者：80代，女性．下行結腸ストーマ
ストーマ保有暦：2年

　腸穿孔による（マーキングなし）緊急手
術を受け，初回外来時にはモデルマフレッ
クスを使用していました．既往歴に自己

1テープ付き装具が必要だった症例（傍ストーマヘルニアを合併）症例

ニューイメージFTFフリーカット70mmを
使用

テープが追従している様子が観察された
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免疫性肝炎による肝臓部分切除後があり，
副腎皮質ステロイド剤を内服していまし
た．
　体重管理の指導はしていましたが半年
後に体重が8kg増加し，傍ストーマヘル
ニア，排泄孔より口側の自然開口，肝臓
疾患に起因した静脈うっ滞などがあり，
毎日漏れてしまう状況が続きました．
　そこで，クッションフィット装具，二品
系浮動型装具へ変更，ベルトなどアクセ
サリーの追加など工夫もしました．テー
プ付き装具は，ステロイド剤の長期投与
が気になって使用を躊躇しました．
　しかし，患者さんから「もう限界…」と
訴えがあり，テープ付き装具（ニューイ
メージFFF57mm）の使用を決意しまし
た．患者さんには，「貼るときに皺があっ
ても大丈夫，剥がすときはゆっくりてい
ねいに」と指導しました．その後，心配し
ていた皮膚障害もなく，患者さんは「ぜん
ぜん漏れない．つらくない」と喜んでいま
した．
　この患者さんの場合，
• 極度の傍ストーマヘルニアの場合，
固定力を安定させるためには，広い
面積が必要である
• 変形したストーマにニューイメージ
FFFを使用することで，ストーマ粘膜
および周囲皮膚の保護が実現できた

• 愛護的なケアを患者・家族が実施した
• 着け心地がよく，安心感が得られた
ことから，テープ付き装具の使用がうま
くいったと思います．

3 テープ付き装具の使用を迷った症例②
 化学療法中/テープによる皮膚障害
患者：70代，男性．S状結腸ストーマ
ストーマ保有暦：1年

　セカンドオピニオン後に当院にて化学
療法中で，がん化学療法看護認定看護師
よりコンサルテーションがありました．
「テープによるトラブルも絶えない．よく
漏れる」と話していました．
　問題点として，①ストーマサイズ
32mmに対して28mmのプレカットを使
用，②高さ7mmの凸面装具を使用して
いるが腹部が固く反発する，③5日前後
での交換が望ましいが3日で交換してい
る，④前院で「皺がよったら駄目だ」と指
導され臥床して貼っているがあげられま
した．まずはやわらかい凸面で現行品と
高さの異なる全面皮膚保護剤の二品系装
具で，既成孔のサイズを広くしたものを
装着しました．しかし，「ガス抜きが不便．
上からガス抜きしたい」と訴え，患者さん
自身がニューイメージFTF凸面テープ付
き35mmを選択しました．
　外来で装具評価を行ったところ「問題な
い」と話され，装具はテープの向きを考え

て貼ること，交換のたびに向きを変えて
貼ること，周囲皮膚に保湿剤を使用する
ことを指導しました．
• ガス抜きを簡便にしたいというニー
ズが満たされた
• 患者自身が複数ある装具から選択した
• 抗がん剤などを投与していたがスキ
ンケアや貼付方法を工夫したことで
皮膚障害が起こりにくくなった

ことから成功したと思います．
◆

　安全に安心にテープ付き装具を使用す
るための患者指導のコツとして，①テー
プや皮膚を過度に伸ばして貼らないこと，
②皺ができても大丈夫なこと，③ゆっく
りていねいに剥がすこと，④面板を貼る
方向と角度を毎回変えること，⑤洗浄後
に予防的スキンケアを行うこと──があ
げられます．
　そしてストーマ装具選択にあたっては，
①私たち医療者が「○○の装具でなくては
いけない」という固定観念は患者さんの装
具選択範囲を狭めてしまうため，患者さ
んとともに安心で安楽な装具選択をする
こと，②個々の患者さんに寄り添ってス
キンケアや指導を行えば皮膚障害を過剰
に恐れることなく，テープ付き装具も選
択肢の1つになろうかと考えます．

3テープ付き装具の使用を迷った症例②（化学療法中/テープによる皮膚障害）

テープによるトラブルも絶えず
頻繁に漏れていた

ニューイメージFTF凸面テープ付きに変更し
皮膚障害が生じなくなった

テープ付き装具は
交換のたびに向き
を変えて貼るよう指
導した

症例

装具を装着しテープの引っ張りによる
皮膚障害がみられた


