
【おわりに】　今回協力していただいた皆様に感謝
申し上げます。ありがとうございました。

ご清聴ありがとうございました。 

【Ⅰ．はじめに】　当院では医療保険療養病棟であ
り、日常生活動作（略以下 ADL）・認知症機能評価

（略以下 CPS）が高く介護を要する高齢者が多い。
この結果、会話が困難であったり、難聴の為コミュ
ニケーションが取りづらく、業務の中で患者と向き
合う時間がなかなか取れないのが現状である。そこ
で患者の夜間のオムツ交換回数が多い為に熟睡でき
ず、日中は傾眠傾向といった悪循環が続いている為
に入院生活の改善を検討した。また、今まではオム
ツ交換回数に執着しオムツの当て方に乱雑さが目立
ち失禁による更衣が多かった。オムツ交換の質を落
とさずにスタッフの業務量の減少を目指した。その
結果患者に医療サービスを提供する時間を増やせる

ように夜間のオムツ交換（交換時間や方法）の検討
を行う。夜間良眠を目的に、出来るだけオムツ交換
と排泄の汚染を最小限にすることと、コストの削減
を目的に意識障害のある患者のオムツ交換回数を減
らす取り組みを行う。
患者への医療サービスの低下を招くことなく、オム
ツ交換を減らし生活リズムを整え、療養病棟スタッ
フがオムツ交換に取り組む意識を変えることを重点
に置いた結果、オムツ交換回数を減らし生活リズム
を整え、療養病棟スタッフがオムツ交換に取り組む
意識を変えオムツ交換回数を減らす事が出来たので
ここに報告する。
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【Ⅱ．方法】

1．研究期間　2011.1.18～2011.8.10
2．調査期間　2011.7.20～2011.8.10
3．対象者　療養病棟の入院患者
4．実施方法

（1）夜間のオムツ交換の時間設定（19・23・4・9）
⇒（23・9）に実施する

（2）ADL（担当看護師が入院時評価したものを使
用）

ADL2= 広範囲な援助：動作の大部分（50% 以上）
は自分で出来るが体重を支える援助（四肢や体幹の
重みを支える）を3回以上すること
ADL3= 全面依存：まる3日間全ての面で全面援助
した（および本動作は一度も無かった場合）

（3）CPS（担当看護師が入院時評価したものを使
用）

　「認知機能障害」を分類する指標として、「0（障
害なし）～6（最重度）」の7段階に分類、CPS（3）
以上で認知症機能障害「あり」の状態と判定する

（4）患者情報（年齢・性別・病名）

（5）夜間から早朝にかけての尿量（評価日を設定し、
夜勤スタッフがオムツ交換施行時に汚染オム
ツの計測をする（19～9まで）

（6）排泄汚染による一日あたりの更衣の頻度
（7）オムツの一日あたりのコスト
　オムツ交換回数（3回、5回）の経済的負担
5．倫理的配慮　：本研究の取り組みにより、皮膚
トラブル発生時はオムツ交換を増やし適時陰洗を行
うこと、口頭で説明し同意を得た。来院できない家
族は電話で同意を得る。同意を得られない患者は研
究対象外とする。研究内容は本研究以外使用しない
こと、個人が特定できない様に配慮した。

【Ⅲ．結果】

1．患者の背景
（1）ADL2は4名・ADL3は37名・CPS6は36名・

CPS5は5名・CPS4は2名
（2）患者年齢層

40～50歳　2名・51～60歳　0名・
61～70歳　7名・71～80歳　8名・
81～90歳　14名・91～100歳　10名

方 法 
１．研究期間  2011/1/18～2011/8/10  
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（3）性別：男性22名、女性19名

（4）病名：脳梗塞17名・パーキンソン4名・骨髄異
型性症候群1名・前立腺癌1名・脳出血8名・
進行性橈上性麻痺1名・脳挫傷1名・拡張型心
筋症1名・肝硬変1名・糖尿病2名・心不全1
名・慢性硬膜下血腫2名・廃用症候群1名

2．オムツ交換回数変更前後の尿量の変化
表1．夜間のオムツ交換尿量平均値
変更前　（g）

19時 23時 4時 9時
男 196 

（排尿なし1名）
142 

（排尿なし1名）
169 

（排尿なし2名）
271

女 152 
（排尿なし5名）

291 264

変更後

23時 9時
男 254 372
女 256 324

オムツ交換変更前は23時で男性142g（女性は実施
していない）
9時で男性271g、女性152g に対し、
オムツ交換変更後は23時で男性254g、女性256g、
9時で男性372g、女性324g といずれも変更後のオ
ムツの尿量は増加していた。

3．オムツ交換変更前後における、オムツの違いと
その経過

夜間のオムツ交換尿量 
       平均値の変更前後 

病 名 

• スタッフがオムツ交換の機能性を理解 
• 患者の気づかいとして、丁寧な手技と個
別性を意識した 

• 排泄汚染による更衣の減少 

メリット 

• スキントラブル(臀部発赤・水泡形成） 
• 薬剤使用患者の伝達不足により更衣回数
が多かった 

デメリット 
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表2

19時 23時 4時 9時
気づき

メリット デメリット
実施前 男性 b b f f ・皮膚トラブ

ルの発生が

少なかった

・失禁による

更衣の回数

が多かった

・不適切なオ

ムツの当て

方

女性 c d e

取り組
み実施
後
初日～
１ケ月
半

男性 a c ・オムツ交換

を施行しな

い為、入眠

時間が増す

・スタッフの

業務量の減

少

・スタッフ間

のオムツ交

換に対する

話し合いの

回数が増え

た

・オムツ交換

に対して手

技の姿勢の

変化

・スキントラ

ブル発生6
名（発赤出

現、水泡形

成）

・オムツ交換

の方法が定

まっていな

い為、失禁

による更衣

の回数が多

かった

・１ヶ月半で

夜間だけで

３１名更衣

施行

女性 a d

取り組
み実施
後
３ヶ月

男性 a c ・オムツの当

て方のマ

ニュアルが

できた

・スッタフの

患者への気

遣いとして、

丁寧な手技

が生まれた

・スタッフが

オムツ交換

に対して個

別性を持つ

ことが出来

た

・スキントラ

ブルあり（4
名） 
失禁による

更衣の回数

が多い（16
名　夜間だ

け）
女性 a d

オムツ
アドバ
イザー
による
講習後

男性 a c ・スタッフが

オムツの機

能性を理解

する

・スキントラ

ブル減少

（３名）

・更衣の減少

（１ヶ月間

で８名）

・薬剤使用中

患者の伝達

不足により

更衣回数

女性 a d

4．オムツ交換取組前後におけるオムツ代の変化
男性：夜間　4回　変更前　420円

2回　変更後　326円
女性：夜間　3回　変更前　326円

2回　変更後　295円
【Ⅳ．考察】　今回オムツ交換回数の減少を測った
経緯として、高齢であり、かつ慢性的な経過を辿っ
てる患者の特徴から、意識障害があり自分の意思が
伝えられない事、季節によっては肌の露出をするこ
とで覚醒を促し、夜間喀痰量が増える事や不穏が増
すことがある。
そのため、なるべく露出を最小限に抑える必要があ
ると考えた。
　オムツ交換変更前後の尿量の変化について日中に
比べオムツ交換は、19時の時点の尿量は比較的少
ない。
それは、成人の場合膀胱に溜まる尿量が一般的300
～400ml、1時間に生成される尿量が70～80ml で
あること、オムツの機能を考えると、19時23時の
短い時間で交換するのではなく、23時または9時の
2回でオムツ交換が間に合うのではないかと考えた。
その結果、これらの時間によるオムツ交換の減少は
妥当であると考えた。
オムツ交換回数の減少したことによるコストの変化
については、取り組みの経過から特に皮膚トラブル
が多発した経緯もなく、尿漏れ等も少なかった。実
際にオムツ代が減少したことからコスト削減に有効
であったのではないかと考える。

オムツの差額 
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【Ⅴ．まとめ】

（1）夜間のオムツ交換回数を減らすことにより、皮
膚トラブルや尿漏れの増加がなかったことか
ら、この回数の減少は妥当であった。

（2）コストの削減につながったことから、類以する
患者の背景がある場合、同様の方法をとること
も有効である。

【辞謝】
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タッフに深く感謝申し上げます。
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まとめ 
夜間のオムツ交換回数を減らすことによ
り、皮膚トラブルや尿漏れの増加がな
かったことから、この回数の減少は妥当
であった 
 

コストの削減につながったことから、類
似する患者の背景がある場合、同様の方
法をとる事も有効である 

ご静聴有難うございました 

　当院は、鹿児島県薩摩半島の最南端に位置し、一般病床
に、介護・療養型病床群を併設した44床の公立病院である。
診療科目は、内科・循環器科・整形外科で地域住民のあら

ゆるニーズにこたえようと努力しているところである。こ
こ近年は、南さつま市坊津地区は、少子高齢化が特に進ん
でおり、独居や老々介護など社会的問題も発生している。
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～１症例を通して見えた今後の課題～ 
 
 

1 

南さつま市立坊津病院 

療養病棟看護師  茶屋 絵里香  

症例研究 

鹿児島県 

南さつま市立坊津病院の位置図 

2 

鹿児島県薩摩半島の
最南端に位置する 

一般病床、介護・療養型病床群を併設しベッド数４４床 
 
診療科目：内科・循環器科・整形外科 
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