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排泄の自立を目指した取り組み

周防大島町立東和病院

藤永 浩晃

金澤 菜津美

谷村 美華

Ⅰ.はじめに

Ａ病院は高齢化率が４９.４％（2014年）の

地域にあり、患者は８０歳以上の高齢者が多
い。

病棟では、「その人の生活を支える」ため
に、元の生活に戻れるように寝かせきりにし
ない看護に取り組んでいる。

Ⅰはじめに
　Ａ病院は高齢化率が49.4％（2014年）に地域にあ
り、患者は80歳以上の高齢者が多い。
　病棟では、「その人の生活を支える」ために、元
の生活に戻れるように寝かせきりにしない看護に取
り組んでいる。食事と排泄が自立していることは、
元の生活に戻るために重要である。特に排泄につい
ては、人としての尊厳に関わってくる。高齢者の排
泄援助は起立・歩行能力により援助方法が異なる。
また、認知症がある場合は排泄の自立に向けた援助
は困難である場合が多い。

排泄のは、トイレの利用が基本である。
トイレへの誘導を業務の都合ではなく、本
人のタイミングで行うことを目指して、ゆ
りりん(持続的膀胱内尿量測定器)を使用した。

夜間のトイレ誘導のタイミングを見極める
ために膀胱内尿量の測定を行った事例を報
告する。

用語の定義

トイレ誘導⇒トイレ又はPトイレ誘導とする

　排泄は、トイレの利用が基本である。トイレへの
誘導を業務の都合ではなく、本人のタイミングで行
うことを目指して、ゆりりん（持続的膀胱内尿量測
定器）を使用した。夜間のトイレ誘導のタイミング
を見極めるために膀胱内尿量の測定を行った事例を
報告する。

用語の定義　トイレ誘導：トイレまたはPトイレへ
の誘導とする。

Ⅱ.倫理的配慮

本研究の主旨・方法・プライバ
シーの保護、断っても不利益が生
じない事を患者に口頭で同意を得
た。論文は個人情報が特定できな
いように努める。

Ⅱ倫理的配慮
　本研究の主旨・方法・プライバシーの保護、断っ
ても不利益が生じないことを患者に口頭で同意を得
た。論文は個人情報が特定できないように努める。
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Ⅲ.ゆりりん(持続的膀胱内尿量測定器)

＜使用目的＞

継続的に膀胱内の尿量を測定・記録す
る。膀胱内に尿が蓄積するパターンを
つかみトイレ誘導に繋げる。

＜使用方法＞

夕食後からプローブを恥骨上部（膀
胱部）に固定し、翌朝まで計測・記録
する。

ゆりりん

Ⅲゆりりん（持続的膀胱内尿量測定器）
＜使用目的＞
　継続的に膀胱内の尿量を測定・記録する。膀胱内
に尿が蓄積するパターンをつかみトイレ誘導に繋げ
る。
＜使用方法＞
　夕食後からプローブを恥骨上部（膀胱部）に固定
し、翌朝まで計測・記録する。

Ⅳ.事例紹介①

◕年齢、性別：７０歳代 男性

◕診断名：肺炎、認知症

◕入院までの経過：施設入所中に発熱有、肺
炎のため入院となる右半身麻痺

◕排泄状況

おむつ使用。尿意の訴えなし。車椅子移乗
は全介助で行う。

Ⅳ事例紹介　
事例１
年齢、性別　　　70歳代　男性
診断名　　　　　肺炎、認知症
入院までの経過　施設入所中に発熱有、肺炎のため

入院となる
　　　　　　　　右半身麻痺　

排泄状況　　　　おむつ使用。尿意の訴えなし。車
椅子移乗は全介助で行う。

◕ゆりりん測定結果
１時間～２時間毎に膀胱内尿量が0ml～300ml の変動有
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ゆりりん測定結果
　１時間～２時間毎に膀胱内尿量が０ml ～ 300ml
変動有

◕看護の実際及び結果

夜間覚醒し、体動があり正確なデータが
得られていないと判断した。トイレ誘導
のタイミングがつかめなかったため実施
せず。認知症状が強く、施設へ退院とな
る。

看護の実際及び結果　　　
　夜間覚醒し、体動があり正確なデータが得られて
いないと判断した。トイレ誘導のタイミングがつか
めなかったため実施せず。認知症状が強く、施設へ
退院となる。
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Ⅳ事例紹介②

◕年齢、性別 80歳代 男性

◕診断名 肺炎

◕入院までの経過：自宅では、トイレ移動は
何とか出来ていたが、食事量の減少と発熱
のため動けなくなった。

◕排泄状況

入院時は体動困難のためオムツ使用。

事例２
年齢、性別　　　80歳代　男性
診断名　　　　　肺炎
入院名での経過　自宅では、トイレ移動は何とか出

来ていたが、食事量の減少と発熱
のため動けなくなった。

排泄状況　　　　入院時は体動困難のためオムツ使
用。

◕ゆりりん測定結果
夕食後から膀胱内尿量が200～300ｍｌ増加し、排尿

後は尿意を感じるほどの尿量にはならなかった
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ゆりりん測定結果　
　夕食後から膀胱内尿量が200 ～ 300ｍl増加し、排
尿後は尿意を感じるほどの尿量にはならなかった
看護の実際及び結果　
　病状の回復によりPトイレでの排尿が自立し、夜
間のトイレ誘導の必要が無くなり自宅に退院となっ
た。（夜間のトイレ誘導は行っていない）

Ⅳ事例紹介③

◕年齢、性別 ７０歳代 女性

◕診断名 胸腰椎圧迫骨折

◕入院までの経過：以前より腰痛があった。３月に腰
痛が増強し、自宅での生活困難となり入院。

◕排泄状況

入院時よりポータブルトイレの使用可能であったが
腰痛強くオムツでの排泄を行っていた。オムツでの排
泄には抵抗があり、尿器も使用していた。夜間は眠前
にマイスリー内服しており、良眠されている。入院後
約1か月より腰痛軽減し、日中ポータブルトイレの使
用し、夜間はオムツに排泄していた。

事例３
年齢、性別　　　70歳代　女性
診断名　　　　　胸腰椎圧迫骨折
入院までの経過　以前より腰痛があり、３月に腰痛

が増強する。自宅での生活困難が
あり、入院の運びとなる。

排泄状況　　　　入院時よりポータブルトイレの使
用可能であったが腰痛強くオムツ
での排泄を行っていた。オムツで
の排泄には抵抗があり、尿器も使
用していた。夜間は眠前にマイス
リー内服しており、良眠されてい
る。入院後約１か月より腰痛軽減
し、日中ポータブルトイレの使用
し、夜間はオムツに排泄していた。

◕ゆりりん測定結果

23:00～1:0０に膀胱内尿量が300mlを超えて
いた。
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ゆりりん測定結果
　23:00 ～ 1:00に膀胱内尿量が300mlを超えていた
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◕看護の実際及び結果

0時前後に膀胱内尿量が多いことが分かっ
ため、0時にPトイレ誘導を行った。

Pトイレで排尿後は、朝まで入眠できてい
る。その後、転倒することなく一人でPトイ
レが使用できるようになった。

「一人で行けるようになったからいいね」
と発言あり。

看護の実際及び結果
　腰痛があり、夜間のPトイレ使用は困難であり、
マイスリーも内服しているため、尿意があっても夜
間に起きてトイレに行くことが難しかった。０時前
後に尿量が多いことが分かったので０時にPトイレ
誘導を行った。Pトイレで排尿後は朝まで入眠でき
ていた。その後は一人で昼も夜もPトイレの使用が
出来るようになった。
　転倒することなく、Pトイレ使用することができ
るようにり「１人で行けるようになったからいい
ね。」などの発言もみられた。

Ⅴ.考察①
事例１

ゆりりんのデータが正確ではなく、プローブの当て方が悪
く超音波が膀胱に当たっていなかったことが考えられる。
また、体動によりプローブのずれがあったのかもしれな
い。

事例２

病状の回復によりオムツから離脱が出来た事例である。認
知症もなくADLの低下もほとんど無かったことがスムーズ
なおむつの離脱に繋がった事例である。

Ⅴ考察
　事例１ではゆりりんのデータが正確ではなく、プ
ローブの当て方が悪く超音波が膀胱に当たっていな
かったことが考えられる。また、体動によりプロー
ブのずれがあったのかもしれない。
　事例２では、病状の回復によりオムツから離脱が
出来た事例である。認知症もなくADLの低下もほ
とんど無かったことがスムースなおむつの離脱に繋
がった事例である。

Ⅴ.考察②

事例３は

①腰痛があり、動くことに抵抗があった。

②夜間マイスリーを内服しているため、起きてPトイレに
行くことを避けていたと考える。

③ゆりりんで膀胱内の尿量を測定し、膀胱内尿量が多くな
る時間帯にPトイレ誘導を行った。

④トイレ誘導による夜間覚醒は起こらなかった。

夜間にPトイレを使用できたということが、A氏の自信に
つながったと考える。そこからA氏は順調にPトイレを１人
で使用することができるようになっている。

　事例３は、腰痛があり、動くことに抵抗があった。
また、夜間マイスリーを内服しているため、起きて
Pトイレに行くことを避けていたと考える。ゆりり
んで膀胱内の尿量を測定し、膀胱内尿量が多くなる
時間帯にPトイレ誘導を行った。夜間にPトイレを
使用できたということが、A氏の自信につながった
と考える。そこからA氏は順調にPトイレを１人で
使用することができるようになっている。
　夜間のトイレ誘導は、睡眠の中断や夜間覚醒に繋
がる可能性がある。そのため、時間を決めたトイレ
誘導ではなく、膀胱内尿量に合わせてトイレ誘導す
ることでオムツから離脱できた。トイレ誘導による
夜間覚醒は起こらなかった。
　尿量が多く、２～３時間間隔でトイレ誘導が必要
な場合は睡眠を優先しオムツを使用する選択もある
と考える。高齢者の排泄の自立は生活全体を考えな
がら進めることが大切である。

Ⅵ.結論

ゆりりんを使用し膀胱内の尿量を測定することで、その
人に適したタイミングでPトイレに誘導することが出来
た。

夜間のトイレ誘導によりPトイレ使用の自立につながっ

た。正確な膀胱内尿量の測定が出来れば、ゆりりんの利用

は有効である。

Ⅵ結論
　ゆりりんを使用し膀胱内の尿量を測定することで、
その人に適したタイミングでPトイレに誘導するこ
とが出来た。夜間のトイレ誘導によりPトイレ使用
の自立につながった。



― 275 ―

　正確な膀胱内尿量の測定が出来れば、ゆりりんの
利用は有効である。
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