シリーズ

「コンチネンスケア」を
考える
6

浜名病院

排泄ケアに注力し
患者の尊厳を第一に考えられる人材を育成
患者の尊厳を守り，排泄の自立を支援するケアを実践する浜名病院．
患者を思いやり，患者に寄り添った排泄ケアがスタッフ 1 人ひとりに浸透したことで，
安全で質の高い看護，介護サービスへの意識が向上し，人材育成にも役立っているという．
その具体的な取り組みについて，岡島百合子看護部長に話をうかがった．
岡島百合子看護部長

患者の尊厳に配慮した
排泄ケアの教育に注力
──貴院の排泄ケアに対する方針を教え
てください．

に向けた働きかけについて教育をしてき

フ１人ひとりへの指導が行き届かないと

ましたが，定時交換，定時誘導ではなか

考え，一般病棟から導入を開始し，医療

なか改善が行えず，個別性に配慮したケ

療養病棟，介護療養病棟へと進めていき

アや自立支援につながりませんでした．

ました．

また，TENA導入前は毎朝のモーニン

TENA導入前，TENAアドバイザー※

グケアやバイタルサインのチェックなど，

による
『尊厳を守るケア・排泄ケアの考え

護療養病棟からなるケアミックスの病院

業務が多忙になる前の朝 4 〜 5 時にオム

方・あて方の手技』などの勉強会を，スタ

で，地域の皆さんがいつでも，いつまで

ツ交換を行っていました．早朝の患者さ

ッフ全員が参加できるように数回実施し

も安心して暮らせる環境を提供できるよ

んの覚醒は昼夜逆転の原因にもなり，夜

てもらいました．TENAを持ち帰り，装

うに努めています．近年では認知症や排

間に睡眠導入薬を処方するといった悪循

着したまま就寝したり，排尿する体験も

泄の悩みをもつ高齢の患者さんの入院が

環に陥っていました．多忙な時間帯にオ

行いました．スタッフ自身が尿量が多く

増加していますが，当院ではできる限り

ムツ交換に時間を取られることによる夜

ても漏れずに不快感がないことを体験し

トイレでの排泄を支援しています．

勤の看護師の超過勤務の解消も課題でし

たり，患者さんから
「違和感がない」とい

た．

う声を聞くことで，スタッフがTENAの

当院は，一般病棟，医療療養病棟，介

新築移転前の病院では，環境上ポータ

よさを実感し，自信をもってケアを行う

ブルトイレも使用していましたが，音や

2011 年にTENAの看護管理者向けの

においなどが気になり，自尊心を傷つけ

セミナーに参加した際，すでにTENAを

ることもあると感じていました．そこで，

導入している近隣病院の話も聞くことが

また，TENA導入後はスタッフにメリ

2005 年 7 月の新築移転を機に，ポータブ

でき，TENAを導入することで，当院の

ットとデメリットをあげてもらい，

ルトイレを使わなくてすむ環境を整えよ

課題を解決できると感じました．

TENAアドバイザーから改善方法をてい

ことができました．

うと考えました．トイレで排泄できると

TENAは 1 枚あたりのコストが高いと

ねいに指導してもらいました．スタッフ

いうことは，患者さんのQOLに大きく影

聞いていましたが，オムツ購入費用全体

が納得したうえで進めていったこともよ

響し，人としての尊厳を守ることでもあ

で前年比 120%以下であれば，超過勤務

かったと思います．

ります．排泄ケアにはとくに力を入れ，

や介護職の負担などが解消できるという

──TENA導入で排泄ケアは変わりまし

患者さんの尊厳を第一に考えられる人材

メリットのほうが大きいと考えました．

たか？

育成を教育の柱にしてきました．
──TENA導入のきっかけを教えてくだ
さい．
スタッフには，院内研修をとおして尊
厳を重視した排泄ケアや排泄自立の実現

88

スタッフ自らが体験し
自信をもってケアを提供

患者さんの排泄パターンを知ることで
効果的なトイレ誘導ができ，オムツが不
要になった患者さんもいます．また，患

──TENAの導入方法を教えてください．

者さんからは
「坐位でもおなかの締め付け

一斉にTENAに切り替えると，スタッ

がなく，足周りの動きがいいので着けて

※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
月刊ナーシング
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浜名病院の排泄ケアの取り組み
各病室にトイレを設置して排泄の自立を支援

オムツ交換回数の減少
オムツ交換回数はTENA導入前の 1 日 4 回から 3 回に減少．交換に要する
時間は 1 日あたり 1 時間削減でき，夜勤の看護師の超過勤務も解消した．
削減できた時間は口腔ケアや食事介助などほかのケアにあてている．
また，介護療養病棟では，夜勤のケアワーカー全体の超過勤務が 1 か月平
均で約 11 時間から 6 時間半に減少した
（ 2011 年と 2012 年の 3 か月間で
集計し，1 か月平均を算出）

ポータブルトイレを使わなくてもよいように環境を整えた
いと，2005 年 7 月に移転した新病院には全病室にトイレ
を設置した．看護部長はトイレの設計段階から携わり，自
ら高速道路のパーキングや介護施設，ショッピングモール
など，さまざまなトイレに足を運んだという．片手でも楽
に開けられるドアの採用や，便座への補強バーの設置とい
った多くのアイデアが盛り込まれている．

〈 オムツ交換の時間帯 〉

オムツと使い捨て手袋のコスト削減
〈オムツ枚数とコストの変化〉
※一般病棟：長期入院の患者 9 名，
2 か月間の 1 日平均
（枚）

（% ）
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〈オムツ廃棄量の変化〉
※一般病棟：49 床の 1 日平均

4時
4時

20時
20時

オムツ使用枚数が減り，パッドが不
要になったことで，オムツのコスト
だけでなく，廃棄コストも減少．オ
ムツ交換時に付け替えていた使い捨
て手袋のコストも削減された．とく
にオムツ交換での使い捨て手袋の使
用頻度が高い介護療養病棟の削減率
が高い．

15時
15時

20
20時時

9時
9時

15
15時時

TENA導入前

99時時
TENA導入後

研修会や新入職者オリエンテーションの実施

（箱）
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■介 護
療養病棟
■医 療
療養病棟
■一 般病棟

800
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3〜4 袋

1.5〜2.8 袋

TENA導入前

TENA導入後

2011 年
3〜5 月

2012 年
3〜5 月

病棟全体で 13%の削減，最も削減
率の高かった介護療養病棟では
22.3%の削減

全新入職者を対象にしたオリエンテーションの様子

同院では，年 2 回の排泄ケア研修を実施しているほか，院外の研修会や勉
強会にも多くのスタッフが参加している．そのほか看護部が主催している技
術強化研修のテーマにも排泄ケアを年 5 回取り上げている
（ 2012 年度）
．
全新入職者を対象にしたオリエンテーションでは，講義に加え，TENAを
使用したオムツ交換の実習など，約 2 時間を排泄ケアの研修にあてている．

いる感じがしない」
という声も聞かれてい

ケアの意識向上につながったと思います．

ます．

──そのほかにTENA導入による変化は

以前のオムツでは立位での装着が困難

ありますか？

──今後の課題を教えてください．
近年は高齢の患者さんが増えており，
在宅に移行する際にも家族の介護負担が

で，トイレ誘導をあきらめていた患者さ

朝の 4 〜 5 時に行っていたオムツ交換

大きくなっています．とくに夜間のオム

んに対してもTENAはすばやく装着でき

が不要になったことで患者さんの睡眠が

ツ交換はとても大変だという声を多く聞

るため，トイレでの排泄が可能になった

確保でき，昼夜逆転が解消されました．

きます．排泄がある程度自立すれば，在

患者さんもいます．当院がめざす排泄の

また，夜勤の看護師の超過勤務が解消し

宅に安心して戻ることができる患者さん

自立支援という観点からも，非常に有効

ただけでなく，口腔ケアや食事介助など，

もいます．たとえ尿失禁があっても，家

だと感じています．

別のケアが充実し，看護の質が向上した

族の負担が少なく，安心で安全な生活が

と思います．

できるように地域連携を強化していきた

排泄ケアは介護職の役割も大きいので
すが，指示どおりに業務を行うだけでな

TENAは 1 枚使いでパッドが不要なこ

く，観察力も高まり，看護師とのチーム

とに加え，交換回数も少ないため，ゴミ

ケアにつながりました．患者さんの病態

削減が実施できました．コストにおいて

によって尿量や色にも変化があることを

も当初予定していた目標の 120%を大幅

医療法人浜名会

理解したうえで個別性の高いケアができ

に下回り，全病棟 100%以下に抑えるこ

るようになったことは，病院全体の排泄

とができました．

〒 431-0423
静岡県湖西市新所岡崎
梅田入会地 15-70
TEL 053-577-2333
http://www.hamanakai.or.jp/

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

いと思っています．

浜名病院
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