社会福祉法人 美芳会

よりよい排泄介助を目指して

特別養護老人ホーム すどの杜
すどデイサービスセンター
すど在宅介護支援センター

元吉原デイサービスセンター はまかぜ
元吉原在宅介護支援センター はまかぜ

～ケアコンサルティング１年目の取り組み～

富士市
社会福祉法人 美芳会
特別養護老人ホーム すどの杜
介護副主任
望月政治
介護支援専門員 金澤里香

●施設の概要
・特別養護老人ホームすどの杜
（平成８年４月１日開始） 定員５０名
・すどデイサービスセンター
（平成８年４月１日開始） 定員４２名
・すど在宅介護支援センター【指定居宅支援事業】
・元吉原デイサービスセンターはまかぜ （平成１１年４月１日開始）定員４２名
・元吉原在宅介護支援センター【指定居宅支援事業】
・富士市東部地域包括支援センター
（平成１９年４月１日開始）
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特定非営利活動法人

メイアイヘルプユー
今回、コンサルティングをお願いしたのは、東京都の認証
評価機関『メイアイヘルプユー』です。
平成１２年２月に設立。
「福祉現場の応援」をスローガンとして、福祉・保健・医療の分
野に永年携わってきた方々が、それぞれの体験を基に、福祉
サービスを対象とした第三者評価、研修の企画、コンサルティン
グや調査研究などを、「利用者主体のサービス提供」の視点か
ら行っています。
福祉現場の事情をよくうかがって、課題の改善に具体的に役立
てていただけるような、実践的なあと押しをしたいと考えて活動
しています。
〒１４１－００３１
東京都品川区西五反田２－３１－９ シーバード五反田４０１
Tel：０３－３４９４－９０３３ Fax：０３－３４９４－９０３２
E-mail meiai@smile.ocn.ne.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www12.ocn.ne.jp/~meiai/
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コンサルティング開始前の排泄介助の現状
・自分からの訴えが出来る人以外は、日中夜間通し定時（９時、１２時３０分
１６時、２１時、４時）でのトイレ誘導とオムツ交換を行っていた。
・業務簡易化のため、夕方の夜間のオムツ交換は、オムツカバー＋大パッ
ト＋普通パットの重ねづけをし、オムツ交換のたびに一枚づつ外していく
方法を行っていた。
・衣類までの失禁をしてしまう事への不安感からパッドの重ねづけや大
パッドを使えば安心と思い込んでいた。
・トイレ誘導していた利用者が、入院し退院してきた後はオムツ対応のまま
になってしまう事が多かった。
・立位可能な利用者で夜間オムツ着用となる利用者は、トイレで立った状
態でのオムツの装着を行なっていた。
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平成22年度「第三者評価」総評
〇排泄への支援について
排泄への支援は“おむつ交換”ではなく、自然な排泄を促すためのトイレ誘導が
求められる。その理由は、端坐位姿勢により腹圧をかけやすくなり、便や尿を排
泄しやすくなるためである。さらにこの姿勢での排泄は、直腸にある便や膀胱にあ
る尿のすべてを排出しやすい。すなわち排泄支援とは、直腸にある便と膀胱にあ
る尿のすべてを排出できるように支援することにある。
この視点から、すどの杜におけるトイレ誘導に基準は、利用者の立ち上がり機
能に加えて便・尿意があることとしている。そのため利用者の介護度の進行により
トイレ誘導する利用者は減少し、終日“おむつ使用者”が３割を占めるようになっ
ている。この基準のままトイレ誘導対象者を選別すれば、おむつ使用者はさらに
増える事が予測される。
既に職員の研修でも排泄支援の改善に向けた「おむつ体験」の取り組みを開始し
たとのことである。これを進めトイレ誘導基準の早急な見直しにより、利用者の自
然な排泄を促すケアに取り組まれることを期待する。
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コンサルティング開始前の排泄介助の現状

続き

・排泄に対する利用者のアセスメント不足＝尿量や排泄パターンの把握をし
ようとしなかった。
・排泄介助や排泄用具に対する知識不足や、オムツの正しいあて方など知
らず、自己流で行っていた。
・排泄用具の種類が少なく、パッド２種類
（４３０ｃｃ・８００ ㏄）とリハビリパンツ１種
類しかなかった。
等・・・・・・・・・・。

これらの現状について、コンサルティング開始前は疑問を持
つこともなく、当たり前の事と思い込み「排泄介助＝業務」の
感覚で行っていた。
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具体的な取り組み
どうしたら快適に
生活ができる？

1.『移乗・移動動作に関する技術指導』

自然な排泄を促すため
のケアはどうしたらいい
かな？
利用者の機能を
活かした介助をすれば、
自立度を向上させる事が
できるかも。

起き上がり、立ち上がり、立位などの身体の骨や関節の
動く仕組みや、トランスのやり方を職員同士での実技
2.『排泄支援に関する基本的な知識と排泄方法と用具の選択』
排泄のメカニズム、オムツの種類、排泄における適切な手摺りの位
置や便座の高さなど環境面について
3.『フローチャートを活用し、排泄方法と用具の選択に関する事例』
高齢者の身体の変化、高齢者の尿量などの知識及び、オムツの正し
いあて方について職員同士での装着体験
4.『実践上の困難に対する対策の検討』
現状まだおいて課題があると考える利用者があると考える利用者の個
別の排泄介助の検討会
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オムツの漏れないあて方

オムツの漏れないあて方
ポイント３

ポイント１
尿取りパッドはつまみながら当てる！！

Ｗ

尿取りパッドをW字につまみながら
当てる事で、溝に沿って吸収し尿を
しっかりと閉じ込めてくれます。
手を離さず密着した状態を保ちな
がらカバーを当てて下さい。

鼠径線の内側にフィットさせる！！
鼠径線に添うことで関節が動かしやすく、
身体を動かしてもズレにくい。

ポイント４
テープをクロスに止める！！

ポイント２
尿道亢に密着して当てる！！

平行に止めると隙間が出来やすく漏れ
の原因となるため、下のテープは斜め上
へ、上のテープは斜め下に止める。
クロスに止める事で、お腹周りはきつく
ならない。

尿道亢とｵﾑﾂの間に隙間を作らな
い事で方側に偏らず、全体で吸収
する事が出来ます。
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通称：かぼちゃパンツ
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排泄フローチャート

ぴったりパンツ（白十字）

YES

YES

尿・便意

自立

YES

端座位

自立
パンツ・安心パンツ

トイレ

立位

ｵﾑﾂ以外
介助

パンツ・安心パンツ

NO

ベット上（尿・便器）

鼠径線の部分が緩く
パッドが中で
動いてしまう！！

パッドホルダーパンツは
パッドがずれにくい。

自立
Pトイレ

NO

NO

安心パンツ・Dパンツ・パットホルダー
パンツ

ｵﾑﾂ以外

ｵﾑﾂ

介助
安心パンツ・Dパンツ・パットホルダーパンツ

YES

YES

端坐位

立位

NO

ベット上
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NO

トイレ誘導
（時間）
Pトイレ誘
導（時間）

ｵﾑﾂ（布ｵﾑﾂ・紙ｵﾑﾂ）

ｵﾑﾂ・下着
以外

下着以外

安心パンツ・パットホルダーパンツ

安心パンツ・パットホルダーパンツ・テーナカバー

テーナカバー

全介助

※立位とは、手引き歩行又は介助による立位が可能
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オムツからトイレへの移行
Ｔ・Ｍ氏

86 歳

女性

要介護4

既往

排泄パターン
Ｓ・Ｓ氏

94 歳

女性

要介護4

既往

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症、脳梗塞、慢性心不全、高血圧症、貧血、腎機能障害
・普段は車椅子で過ごす事が出来ている。何かに掴まれば端坐位も可能。
・立位は介助が必要。
平成２０年施設に入所。入所当時は手すりにつかまっての立位が可能なため、トイレ
誘導を行っていたが、Ｈ２１年に肺炎にて１週間程の入院。退院後はしばらく安静の
ためオムツ対応をしていた。そのまま見直すこともなくオムツ対応となった。
活動の結果
開始してみると、トイレに座る事に対して本人からの拒否
もなく自ら手摺につかまり、座位を保つことが出来た。
すでにパット内に失禁している事もあったが、トイレでの排
尿も多くあり、本人もトイレに座っている自覚もあり、問い
けに『出る』『でない』と答えてくれる。トイレでの排便もあり、
現在も継続してトイレ誘導をすることが出来ている。

狭心症、 右大腿骨部骨折、両膝関節症
右股関節に人口関節置換行っている。右大腿部は痛みもあり、内転傾向にあ
る。
車椅子の自操が可能であり、日中の多くの時間を車椅子上にて過ごされている。
排泄は２人介助にてトイレへ誘導しているが、食事に時間がかかり、トイレへ誘
導する時間が遅くなってしまい、便失禁が多く皮膚トラブルを起こしていた。
そのため、少しでも皮膚トラブルを改善し殿部が汚れている時間を短くするため、
１週間の排便状況の確認を行った。
活動の結果
まずは職員から感覚として便失禁が何時頃に多いか確認すると、朝食中または朝
食後に多い事がわかった。朝食後のトイレ誘導が一番最後になってしまうため、一
番最初に連れて行く事でトイレでの排便も多く見られる様になり、本人の排便のタ
イミングでトイレ誘導する事が出来る様になった。
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現在の排泄表
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排泄介助見直し後のコスト削減
①１枚あたりの料金

時間は24時間で記載出来る
様になっているが、アバウトで
あり、実際に定時のどの位の
タイミングで誘導したのかがわ
かりにくい。

Ｌサイズ
Ｍサイズ
Ｓサイズ

オムツカバー
￥100
￥85
￥77

パット
パッド(400㏄吸収)
￥12
大パッド(800㏄吸収) ￥38

②一日あたりの使用量（オムツカバー１人１枚/日・パッド交換１人５枚/日）

コンサル前
2枚
200円
18枚 1,530円
2枚
154円
76枚
912円
大パッド
48枚 1,824円
4,620円
合計
Ｌｻｲｽﾞ
Mｻｲｽﾞ
Ｓｻｲｽﾞ
パッド

もう少し排泄の間隔等が分かる様な記載が必要なのではないか？？
今後は、書式や記載の仕方の検討が必要。
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コンサル後
Lｻｲｽﾞ
0枚
0円
Mｻｲｽﾞ
14枚 1,190円
Sｻｲｽﾞ
8枚
616円
パット
107枚 1,284円
ナイト
4枚
152円
3,242円
合計

対比
△200円
△340円
462円
372円
△1,672円
△1,378円

※1日△1,378円であるため、1ヶ月△42,718円、年間△512,616の削減予測！！！
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活動の成果と評価
・対象者を絞りながら取り組みを行い、今まで『思い込み』でやってきた事が多く
ある事に気づいた。
・排泄介助におりる適切な誘導のタイミングや失禁時の観察事項等の知識向上
が図れた。
・オムツ類のコスト削減

平成２４年度の活動
平成２４年度の事業計画を『個人のリズムに配慮した排泄を検討し、気持よく
生活するために共に考える』とし、ご利用者ひとりひとりの排泄２４時間シート
の作成、排泄についての計画を定期的に評価する事を目標に今年度もコン
サルティングと共に、よりよい排泄ケアに向けて取り組んでいく。
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