シリーズ

「コンチネンスケア」を
考える
7

サンピエール病院

CSTを中心とした病棟間連携のうえで取り組んだ
個別性重視のオムツ選択と排便コントロール
高齢患者や薬の副作用などで便秘がある患者に対しては，緩下剤や坐薬が処方されることが多い．
その場合，
“ 便を出す”ことが目的となり，患者の負担や尊厳に配慮したケアが後まわしになることもある．
TENA導入を機に，排泄ケアを見直し，患者の個別性，尊厳を重視した排便コントロールに
力を入れているサンピエール病院の金井とき江看護部長に話をうかがった．

金井 とき江 看護部長

T E N A 導入をきっかけに
排便コントロールの必要性を痛感

たか？

深く考えられるようになりました．

当院は 1 0 病棟あるため， 段階的に

これまでは日々の多忙な業務のなかで，

TENAに切り替えました．最初は 2 階と

スタッフ中心に動いてしまうこともあり

──TENA導入の経緯をお教えください．

6 階の療養病棟から開始し，TENAアド

ましたが，排泄ケアを患者さんの視点で

当院には，一般病棟と療養病棟があり，

バイザー に実地指導をしてもらいまし

考えるという看護の基本に立ち返ること

精神科疾患を有する患者さんが多く入院

た．2 階，6 階病棟でTENA使用経験を

ができるようになったと思います．

しています．高齢患者や精神科疾患領域

積んだスタッフが新たに導入する病棟ス

の薬を服用している患者さんは，その多

タッフへの指導役も担い，徐々に病棟数

くに便秘が起こります．そのため，スタ

を増やしています．スタッフがTENAの

ッフの排便コントロールへの意識は高い

あて方を習得していくに連れ，オムツの

──院内での排泄ケア向上に向けて活動

ものの，その目的は，便秘による腸閉塞

交換回数も半分程度に減少しました．

していることはありますか？

の予防であり，緩下剤や坐薬を使用し，

──TENAを導入してから排泄ケアへの

水様便であってもとにかく便を出すこと

意識はどのように変わりましたか？

※

C S T 活動を通じて
病棟間の連携が強化

TENA導入時に，看護師と介護職 2 名
ずつを選出し，CST（コンチネンスサポ

導入当初は，水様便のもれを防ぎきれ

ートチーム）
を発足させました．病棟数が

当院では以前，布オムツと紙オムツを

ずに，逆に病衣やシーツの交換頻度が増

多いため，各病棟のCSTメンバーがケア

併用していましたが，下剤を服用してい

えてしまうなどの苦労もありました．水

の方法の周知徹底や病棟内のオムツの定

る場合，一度に大量の水様便が出ること

様便のままではもれを完全に防ぐことは

数管理をしています．また，オムツの選

も少なくありません．病衣やシーツを何

難しいことを痛感し，緩下剤や坐薬，飲

択やケア方法の検討が必要な患者さんに

度も交換することは患者さんの負担にな

水量の調節によって排便コントロールを

対し，ケースカンファレンスでスタッフ

るため，とにかくもらさないようにと，

行う必要があることをスタッフが感じと

の意見を集約し，ケアの方法を決めてい

何枚ものオムツを重ねて使っていました．

っていったのです．

くといった調整役も担っています．

を優先していました．

また，精神科病棟は自立している患者

現在も各病棟ごとに試行錯誤しながら

院長からのトップダウンでTENAの導入

さんが多く，オムツを不快に感じると患

ケアの方法を検討していますが，うまく

が決まりました．

者さん自身がオムツのなかに手を入れて

いかないと姑息的にオムツの重ね使いを

この状況を解消したいと考えていたとき，

新たな試みを始めるにあたっては不安

ずらしたり，はずしたりすることがあり

したらどうかという意見が出てくるもの

もありましたが，これがきっかけとなっ

ます．こうした患者さんに対しても，以

です．これに対しては，先行導入した2階，

て，排便コントロールに対する意識改革

前はその状況把握にとどまっていたので

6 階のCSTメンバーを中心に経験のある

も進みました．

すが，
「なぜはずしてしまうのか」
「不快が

スタッフが病棟に出向いてケアの方法を

──TENAの導入はどのように進めまし

あるからいじってしまうのではないか」
と

一緒に考えています．経験のあるスタッ
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サンピエール病院の排泄ケアの取り組み
オムツ交換回数と使用枚数の減少

CSTの活動

●オムツ交換回数

オムツの交換回数が 1 日 5
回から 3 回に減少し，夜
勤帯は 1 回となった
（必要
な患者に対して早朝 5 時
もオムツ交換を実施）
．こ
れにより，日中にできな
かった業務を行ったり，
仮眠がとれるようになる
など，勤務時の疲労や負
担が減少した．
●オムツ使用枚数
通常

夜間or多尿患者

下剤使用時

21時
21時

4時4時
30分
30分

16時
16時
30分
30分
13時
13時

9時9時

時 時
2121

時 時
1616
分 分
3030

導入前

カバー

1枚

カバー

1枚

カバー

1枚

3枚

布オムツ
（縦＋横）

3枚

布オムツ

（縦＋横＋
両鼠径部）

5枚

9時9時
CST（コンチネンスサポートチーム）
は，各病棟から
看護師，介護職各 2 人が選出されており，患者ごと
に使用するオムツの選定や病棟内でのオムツの定数
管理などを担当．看護師と介護職のコミュニケーシ
ョンが充実し，アセスメント内容や排便コントロー
ルの状況について情報共有や意見交換も行う．

導入後

導入前
布オムツ
（縦＋横）

（5時）
（5時）

導入後

TENA

パッド

フレックス 1 枚
（頻便者のみ
小パッド 1 枚）

2枚

（陰茎巻き含む）

パッド

患者一人ひとりのケ
アを検討し，決めら
れたオムツの交換パ
ターンを記したカー
ドをベッドサイドに
掲示．オムツ交換の
際，担当者がひと目
で使用するオムツと
時間を確認すること
ができる．

TENA

3枚

スリップ 1 枚

（陰茎巻き含む）

TENAスリップ 1 枚
（特殊対応者のみパッ
ドや下に大パッドを
1 枚使用）

大パッド

1〜2 枚

（陰茎巻き含む）

使用するオムツも通常で 1 回 6 枚から 1 枚となった．下剤を使用している患者であっても，あて方を習
得することで，1 枚使いでも対応できるようになっている．

フからの的確なアドバイスが得られるこ
とで，以前のやり方に戻ることなく，ケ
アの統一ができています．

オムツ交換の負担軽減で
患者とのコミュニケーションが充実

確保できたり，雑務などを集中してでき
るようになりました．病棟全体の雰囲気
も落ち着いた空気が感じられますし，病

──排便や排尿コントロールについては

──排泄ケアが変わったことで，そのほ

棟内の整理整頓が行き届くようになって

どのような取り組みを行っていますか？

かのケアへの影響はありますか？

います．

介護職が観察内容だけでなく，軟便，

以前は業務に追われ，患者さんに声を

──今後の課題を教えてください．

有形便になるように排便コントロールを

かけられてもすぐに対応できないことも

TENA導入をきっかけに，排泄ケアへ

してほしいという意見を看護師に報告す

ありましたが，オムツの交換回数が減少

の意識が低かったことに気づかされると

るようになりました．

したことで業務にも余裕ができました．

ともに，排便コントロールという課題に

看護師は，患者さんの状態や介護職か

患者さんとのコミュニケーションの時間

も直面しました．患者さんの状況に応じ

らの報告などを総合的に判断して薬剤の

や寝たきりの患者さんのヘッドアップの

たオムツの選択やケア，排便コントロー

調節などを行い，排便コントロールに取

回数が増えるなど，ケア全体の質が向上

ルへの取り組みが進んでいる病棟と，今

り組んでいます．看護師と介護職のコミ

しています．

後さらに取り組みを強化していかなくて

ュニケーションが密になったことで，病
棟内の人間関係も良好になりました．
また以前は，病棟ごとに水分のイン・ア
ウトに差がありましたが，現在は病棟ご

また，看護師に心の余裕が生まれ，働

はならない病棟もありますので，意識改

いているときの表情もイキイキしていま

革とともに，全体的な排泄ケアのレベル

すし，介護職もやりがいをもって排泄ケ

底上げをはかりたいと思います．

アに取り組んでいます．

とに補水量のデータを出して飲水量や水

なかには，夜勤帯に 3 回オムツ交換を

分摂取の時間帯も調整するなどの工夫も

行っていた患者さんもいましたが，現在

しています．

は就寝前と必要な患者さんのみ明け方に
もう一度行うだけなので，仮眠の時間を

TENAソリューションについての詳細 ▶ http://www.tena.co.jp/Professionals/tena-solution
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