4−1

岩間式S状結腸ループコロストミー

術後20

日
目
．
ストーマがほぼ正円形である（従来型の写真14と比較
してください）．創はストーマケアのために大きく右に曲
がっている．

5 − 1

ス

トーマの浮腫
手術直後．
ストーマの

粘膜にヒダが
ある．

4−2 岩間式S状結腸ループコロストミー
見たところ

頭側から

肛門側が頭側に来てストーマと皮膚の間に粘液瘻と
なっているがほとんど見えない．

5−2
ス
トーマの浮腫
術後5日目
ストーマの

粘膜が張って
いることに注

意．粘膜の色
も良くない．

5−3

ス

トーマの浮腫
術後9日目
ストーマの

色は回復した
が浮腫は残っ
ている．

5−4
ス
トーマの浮腫
術後45日目
ストーマに
ヒダが見える
がまだ浮腫は
残っている

1−1 S状結腸ストーマ単口式 正面
直径2．5cm，正円形

1‑2 S状結腸ストーマ単口式 側面
高さ 2cm．ストーマがフランジより高いために便が
パウチ内に直接入る．

2−1

ダブ

ルストーマ

1−3 S状結腸ストーマ単口式 バイオトロール
5日間使用後．便がフランジ内に滑らないのでフラン
ジの溶解が少なく，便がもぐり込まない．

2−2 ダブルストーマ 術後1年6カ月．
正円形の結腸ストーマ．ストーマ周囲の発赤は剥離反
応．回腸導管の長さに注意．

術直後．
フランジを
貼る腹部の面
積の狭さより
結腸ストーマ
と回腸導管と
ほぼ対称な位
置になった．
回腸導管を優
先するため創
が結腸ストー
マよりになっ
ている．

2−3 ダブルストーマ 回腸導管の正面視
直径2cm．ほぼ円形でストーマケアしやすい．縫合糸
を皮膚にかけすぎたため放射状の疲痕ができている．保
護剤でカバーできるがフランジの剥離の原因となりうる
ので避けねばならない．

3−1 ループイレオストミー
ループにした回腸に電気メスで漿膜切開したところ．

3−2

ループイレオストミー

粘膜まで切開したところ．腸管の内容が出たので消毒
した．

3−3 ループイレオストミー
サージロン3−0の糸を皮膚，漿膜筋層，全層の3ヶ
所にかけているどころ．

3−5

ループイレオストミー

終了．腸内容が出て来ないように，ストーマの中に入
れた綿球を縛った糸がストーマから出ている．

3−6 ループイレオストミー
術後2．5カ月．ストーマの長さは3−4cmデュラへ−
シブで管理している．

6−1 S状結腸ストーマ（血流障害）術後3日目
ストーマが黒色化している．ストーマの中は紅色で
あった．

6−3 S状結腸ストーマ（血流障害）術後3カ月
高さは低くなったが，元来高めにしてあるためストー
マケアの容易な〔高さのあるストーマ」になった．

7−2

S状

結腸ストーマ
術後8カ月
後
粘膜のみの
壊死はストー
マは低くなら
ず に 治 癒 す

る．頭側に見
えるのは以前
行われた尿管
皮膚瘻のカ
テーテル．

6−2 S状結腸ストーマ（血流障害）術後3週目
黒色化した粘膜筋層は壊死した．皮膚にかけた縫合が
大きすぎたためにストーマを圧迫し血流障害を起こした
と思われた．

7−1S状結腸ストーマ 術後8日目
浮腫を考えずにフランジを貼ったために粘膜が壊死し
た
．

8 S状結腸
ストーマと尿
管
皮
膚
瘻
左右逆では
ない．左の尿
管皮膚瘻のた
めにS状結腸
ストーマを左
下腹部につけ
られず，横行
結腸まで剥離
して右側にS
状結腸ストー
マを造設し
た．ストーマ
の機能は損な
われなかっ
た
．

9−1横行
結腸ループコ
ロストミー

ストーマ周囲
の皮膚炎
CMC系合
成ゴムの皮膚
保護材による
皮膚炎．

9−2横行結腸ループコロストミー

テープによる皮

膚炎
カラヤゴム（ボスパックK）を使用して皮膚炎は治癒
したが周囲を固定するのに使用したテープで皮膚炎を起
こした．

10−2 単口
式イレオスト
ミー 術直後
のストーマ．
左下は粘液瘻

10−1単口式イレオストミー術前のマーキング
潰瘍性大腸炎）

（

実際のフランジとパウチをつけて確認する．

10−3単口
式イレオスト
ミー術後9
カ月
夜11時まで
自転車に乗っ
て遊んでいて
かんとんし
た翌
日．

10−4

単口式イレオストミー

術後1年5カ月

普段のストーマ．直径1．9cm．周囲皮膚は色素脱出し
ている．デュラへ−シブ使用．

1−2

11ー1 ス
トーマ周囲膿
瘍 癌性腹膜
炎の盲腸瘻、
腹水がス
トーマ周囲か
ら出てきて，
感染し膿瘍を
形成した．局
所麻酔でフラ
ンジの外側か
ら膿瘍腔にド
レーンを挿入
する．

ス

トーマ周囲膿
瘍 膿瘍の隔
離
膿瘍をバリ
ケアペースト
で埋めてス
トーマと隔離
する．

11−3
ス
トーマ周囲膿
瘍 フランジ
貼用
フランジを
貼って便が膿
瘍に入らない
ようにする．

12−1傍ストーマヘルニア（全周性）

上行結腸ループ

コロストミー
緊急手術でループコロストミー．高さは低く，内側の
皮膚がへこみフランジが剥がれやすい．

12−2 傍ストーマヘルニア（全周性）フランジの小片
による補正
使の漏れる方にバリケアの小片を2枚貼り補正．

12−3 傍ストーマヘルニア（全周性）コンベックスイ
ンサートを使用
コンべックスインサートでストーマの周辺を押して便
がフランジの下に行かないように補正する．更にベルト
を用いる．

13−1 小児ストーマ 横行結腸2連銃式コロストミー
生下時，鎖肛のためコロストミー造設．5歳までドー
ナツガーゼにて管理していた．初診時，ストーマの右上
方にビランあり．

13−2 小児ストーマ ビラン面の保護
ビテン面にデュオアクティブを貼った．

13−3 小児ストーマ フランジの使用
ビランの部分を押し出すようにフランジの中にバリケ
アの小片を入れコンペックスインサートを使用した．

13−4 小児ストーマ 1年後
ビランは消失し，ロ側（便の出る側）のストーマも大
きく高くなったことに注意．

13−5 小児
ストーマ セ
ルフケア指導
1カ月後
5歳でもパ
ウチからの排
便方法の習得
は可能であ
る
．

従来方式のS状結腸ループコロストミー
ループのまん中で翻転するタイプのループコロスト
ミー．カリフラワーのようなストーマになり装具の制約
が多くなる（写真4と比較してください．）
14

15−1 低いループイレオストミー 術後26日目
ターンブル式のループイレオストミーであるが腸間膜
の剥離が充分でなくストーマが腹腔内に引き込まれてい
る．低いために周囲皮膚にビラン著しく痛い．

15−3

低いループイレオストミー

ペーストの使用

バリケアの小片の周囲をバリケアペーストで段差をな
らす．ペーストの表面は指に水をつけて補正する．1

15−5

低いループイレオストミー

2週間後

15−1の2週間後．ストーマ周囲の皮膚のビランはほ
とんど治癒した．

15−2 低いループイレオストミー
アの小片で保護．

ビラン面をバリケ

ストーマの周囲皮膚を押し付ける．

15−4 低いループイレオストミー フランジの使用
ストーマぎりぎりにフランジをカットし，コンベック
スインサートを2枚入れて使用．ストーマの粘膜を傷つ
けないように，フランジのカットした孔の周囲に小さな
切れ目を入れている．さらにベルトを使用した．

15−6 低いループイレオストミー 4週間後
フランジとベルトの使用によりストーマに高さが出て
きたためストーマケアしやすくなった．

17 陥没型ス
トーマ
洗腸で管理
していたが骨
転移のため洗
腸ができなく
なりストーマ
外来を受診し
た．皮膚保護
材の小片，コ
ンペックスイ
ンサートで自
然排便法にし
て管理できた
が，下痢のと
きには皮膚に
潰瘍ができ
た．バリケア
の粘土，コン
ベックスイン
サート2枚重
ね，ベルトの
使用で対処し

16 便による皮膚炎
腸間膜の長さが足りず術後ストーマの循環障害・壊死
により尾側右側が低くなっている．低くなった方に便が
もぐり込み皮膚のビランを起こしている．

た＿

18 傍ストー
マヘルニア
この程度の
ものはフラン
ジの使用で対
処できる．原
因は腹直筋外
縁に造ったこ
とと，筋膜の
切開が大きい
ことである．

位置不良
40歳，女性，全盲．小児の頃造設された．ボロ布をあ
て，排便のたびにシャワーで洗って暮らしていた．上前
腸骨棘に近くツーピースは使えない．ストーマ周囲の皮
膚も陥凹している．ストーマドレーンKLで指導してい
る
．
19

20 アルコールによる皮膚炎
バイオプラストペーストを使用した部分に炎症が限局
している．ペーストの使用を止めた．

21 フランジのカットの誤り
手術した病院でフランジの中を全てカットするように
指導されていた．ストーマ周囲の皮膚炎は必発である．

22−1 マーキングの重要性 立位
臍と上前腸骨棘を結ぶ線の外側1／3の位置に造られ
ている．ここで良いのだろうか？

22−2 マーキングの重要性 坐位
坐位ではシワの中に入ってしまい，フランジの使用は
不可能である．位置も腹直筋から外れている．ストーマ
サイトマーキングをするとこのようなストーマは避けら
れる．洗腸にて管理している．

23−1 下行
結腸ストーマ
背臥位
下行結腸を
皮膚に縫った
だけのストー

23−2 下行
結腸ストーマ
坐位
坐位になる
と肛門側の腸
管が脱出して
くる．出てき
ている腸管の
頭側の皮膚と
の間から便は
出てくる．ス
トーマの再造
設を行い単口
式にした．

マ

尿管皮膚瘻のケア
周囲の陥没した尿管皮膚瘻に対して，32mmバリケア
フランジ，自由樹脂によるコンベックスインサート，デュ
ラへ−シブをバリケアの下に使用することにより管理．
ペーパーコーンを用いてフランジを貼用．周囲の皮膚を
絆創膏で牽引してたるみをとっている．
24

25 自由樹脂のコンべックスインサート
自由樹脂を用いて1時間で20個のコンベックスイン
サートが作製可能である．J

追補版の序
まさか，追補版を出すことになるとは思わなかったのですが，第1刷，第2刷のあと，
もう少し印刷しようかと思っていましたところ，あちこちから不備な点について指摘さ
れました．それぞれ，良いことをお教えくださいましたので，「過ちては改むるにはばか
ることなかれ」との中国の聖人の教えを守り，節操無く訂正することとしました．また，
初版以後に気が付いたこともあり，追加することとしました．
また，初版ではページの白い、ところがあまっていたので，今回は埋め草にCETへの
旅行記を入れました．WCETに一人でも多く参加する元になればと思います．

＊＊＊改めさせていただきます＊＊＊
著者は1991年4月より旭川厚生病院外科
（〒078旭川市l条通24丁目）に勤務となっ
ております．苦情や連絡は旭川あてにお願い
します．

3 患者会のこと
愛知県がんセンターの中里先生からは患者
全の重要性についても記載したほう退場いと
のご指摘を受けました．まったくそのとおり
です．私自身が患者会について語るだけの知
識を持っていませんでしたので書けませんで
した．勉強させていただきます．

1 ループコロストミーでロッドがいらない
理由
東京医科歯科大学の岩間先生からは，ス
トーマを作るときに筋膜の縫合が不要な理由
を述べたほうがよいと指導されました．岩間
先生が指摘された理由は，ストーマの作りな
おしや閉鎖のときに皮下脂肪からの剥離が容
易なこと，太ったときにストーマ周囲の皮膚
が下に引っ張られるような陥没がないことで
す．そのとおりと思います．追加させていた
だきます．また，本来腹圧がかかってストー
マは腹腔外に押し出されるのが当然です．し
たがって，ストーマの陥没は腸間膜の剥離が
不十分なときに起こります．腸間膜の剥離が
充分でストーマが腹腔内に引っ張りこまれな
いようになっていれば，余計な手間をかける
必要はないというのも1つの理由です．

4

MSWのこと
MSWのかたより，「『大学のケースワー

カーですら』ではなくて『国立大学のケース
ワーカーだから』理解がないのだろう．ソー
シャルワーカーとしての教育を受けている
『MSW（メディカルソーシャルワーカー）』
に相談させたほうがよい．」と教えられまし
た．確かにこの分野は国の福祉政策の遅れを
反映しています．民間の病院の方がMSWの
採用には積極的です．MSWに知己を持たな
かった私の不勉強をお詫びして，そのように
改めさせていただきます．
5 保護材の使い方と食事指導
兵庫医科大学の太田昌資先生は「皮膚保護
材が正中別にかかっても創の汚染を起こさな
いこと，フランジをはがすときは可及的愛護

2 ストーマ周囲の埋没縫合
東京医科歯科大学の塚田先生からは，粘膜
下層と真皮の縫合をバイクリル糸3−0無傷
針で埋没縫合で行なうのが良いとのご指摘を
受けました．試してみましたが，皮膚粘膜の
移行部が糸による癒痕もなくきれいでした．
改めました．

的にはがすように指導すること，ビランなど
でペーストが刺激を与えるときはパウダーを
かけて息を吹きかけて飛ばしてから使うと刺
激が減り使い易いこと，イレオストミー術後
の食事指導について，原則として術後2
−3ヶ月経てば食事制限は不要で，新しい食
物を食べるときは1日1品づつにするように

指導するとよいこと」をご教示されました．

すから老人にも薦められます．
うまくいった1例ご紹介しましょう．

6

ガムとゴム

82才，男性．直腸癌手術のため入院しました．

まず，初版で「カラヤゴム」と記述したの

ストーマになるかもしれないと話し，マーキ

は発音が誤りでした．「カラヤガム」です．私

ングしましたが，「ストーマはいやだ．」とも

の英語の発音の知識が足りず誤解を広げまし

らしていました．低位前方切除でスト一マを

た．gumと書いて，ガムと発音します．ちな

作らずに手術できたのですが，術後1週間目
に縫合不全から腹膜炎となり緊急手術で下行

みにgumというのはネバネバした液状の物
質のことで樹液からとったりします．
チクルの木から採った天然チクルがチュー

結腸永久ストーマとしました．術後，「ストー

インガムの始まりで，いわゆるゴムの木から

不満を表明していました．高齢であること，

採ったのがラバーつまり天然ゴム，樹液から

事故で右手の第1指先がないことからプレ

作った甘い汁がガムシロップで，カラヤの木

カットのワンピースパウチを指導しました．

マはつけなくてすんだと言っていたのに．」と

から採ったのがカラヤガムです．カラヤガム

もちろん，誉めます．「いやあ−，上手だ．若

はラバーのゴムではありません．カラヤの木

いころは，技術者をやっていたでしょう．」「い

の樹液から採ったネバネバする多糖類だそう

やっ，ただの百姓だ．」「へえー．みごと，お

です．改めさせていただきます．

上手．とてもただの百姓にはできない手つき
だ．」「先生！．それは農家にたいする偏見で

＊＊＊ワンピースパウチについて＊＊＊
退院後の指導としてはワンピースパウチは
ほとんど使っていませんでした．かつてラ
パックがどんなストーマにでも貼られるので

は！」とナースに叱られました．なにはとも
あれ，セルフケアすることができ退院しまし
た．退院後，外来受診の際に外来のナースに
「ストーマのセルフケアについて先生に誉め
られたんだ．」と自慢して帰っていきました．

あまりよい印象は持っていませんでした．し

もちろん，プレカットのワンピースパウチ

かし，退院した後，ツーピースパウチではど
うしても患者同士でパウチの洗濯を指導して

を使おうとしたら，良い場所に円い形で高さ

しまい汚いストーマケアになりがちですの

指先の障害のある人がストーマになりそう

で，何とかしたいものだと思っていました．
そこでふと思い出したのが，3年前に東京オ

だったら，手術の前からそのつもりで準備が
必要ということです．その分，あとが楽です．

ストミーセンターに見学にいった時に聞いた

ワンピースパウチの不便な点はガスを処理

大村裕子E．T．の言葉です．「汚くするかち
ワンピースを指導している．」と言っていたの

するのにいちいちドレーン孔を開放しなけれ
ばならないことです．また，プレカットはピッ

です．「ああ，この事だったのか．」とやっと

タリのサイズの在庫がなかったりします．

のあるストーマが必要です．つまり，老人や

理解してワンピースパウチを使ってみまし

私が，使ってみたのはコロブラストの

た．また，老人で指先が震えたり，はさみを

mc2000シリーズとホリスターのプレミウム

上手に使えない患者さんもプレカットが良か

364シリーズです．コロブラストのmc2000

ろうと思い使ってみました．結果は良好です．

は開口部の口径が25−60mmまで5mm間

ガスケットがありませんからフランジとパウ
チが外れません（当然）．したがって，パウチ

隔でカタログにのっています．pc3000も開

をはずして洗濯して再利用というのができま

として使えます．「ホリスターのプレミウム

せん．ガスケットをはめそこなうことがあり

364シリーズは開口部の口径ではなく皮膚保

ません（ガスケットがないんですから）．装着

護材の口径でカタログに載っているので，わ

感が良好です．プレかットはハサミも不要で

かりずらい．」とホリスターの尾崎E．T．に

口部が25mmですので，25mmのプレカット

ボスパック，バリケアアクティブライフ等の貼り方

1) 斜線部分の裏紙をは
カでしてめくってお

②フランジを2つに折る

ヽ．

③裏紙をはがした部分の
下線に合わせて貼る．
裏紙をはがした部分を
ストーマの下縁にあわ
せて貼る．

3) フランジをストーマ
にかぶせるようにす
ると，図の斜線部分
が皮膚に接着する．
その後，上下の裏紙
をはがす．

プレミアム384，mC2000の貼り方

1)斜線部分の裏紙をはがす．
周囲のテープ部分の裏紙は
はがさない．切れ目だけ入
れておく．

2）皮膚保護材をストーマの下
線に合わせて，下半分を貼
る
．

言いましたら早速，製品案内に適合するス

③フランジをストーマにかぶせ
るように接着する．すると斜
線部分がまず接着される．そ
の後，周囲のテープの裏紙を
はがして接着する．

トーマ径を書き加えてくださいました．0号

あるオバアチャンに使って3日目に剥がそ
うとして，しっかり嫌われました．また，後

から5号まLでの皮膚保護剤の開口部径は15，

で述べますがこのパウチははりづらいのが欠

22，28，34，38，52mmです．

点です．

以上のパウチは皮膚保護材の面が軟らかい

さて，ワンピースパウチの貼り方です．

ので陥没しているものには使えません．そこ

ホリスターの説明書には裏紙を剥がして腹

で，周囲に深いシワがあったり，平坦なスト一
マにはホリスターのコンべックスドレーン

壁の皮膚面と平行にしてストーマにそのまま

361が使えます．
ワンピースでコンベックスですので画期的
です．皮膚保護材の開口部径は19，22，25，

まっすぐ貼るように描かれていますが，もっ
と楽な方法があります．ストーマケア実習セ
ミナーで知りました．
まず，裏紙を一部剥がします．そして，フ

28，32，35，38，41，44，51mmです．しか

ランジを2つに折ります．真ん中の穴が丁度

し，この皮膚保護材はプレミウムシリーズと

半円になるようにします．そして，その半円

違うようで，皮膚に良くつきます．プレミウ

をストーマの下半分にあてます．すると，一

ム364も良くつきますが，プレミウム364が

部剥がした部分の皮膚保護材がストーマの下

「ガッチリ」つくのに，361は「めちゃごっつ

側の皮膚につきます．そこで，残り半分の円

く」くっつきます．

をストーマにかぶせるようにするときれいに

貼れます．そこで，残っている裏紙やテープ
の剥離紙をはがせばピッタリです．図を参照

外側にマーキングして管理できなくなったこ
とを思い出させてあげました．一応，臍の下

してください．この貼り方はフランジの軟ら

にもマーキングして手術してみて腸の長さや

かいワンピースだからできます．ツーピース

血管の長さで良いほうにしましょうと決めま

より楽でしょう．老人にはお薦めです．

した．手術してみると閉じたストーマの創が

しかし，さきほどのコンペックスドレーン
361ではできません．当然ながらコンペック

予想以上に下のマーチングに近くなり，結局，

スが硬いからです．そのうえ，このパウチは

術後，患者さんの反応は「ウェアのボディ

半透明なので貼るときにストーマがはっきり

ラインが崩れる」「ストーマが高くて目立つ」

見えません．ストーマの部分だけでも透明に
して欲しいものです．

（腸が細くて高さが5mmくらいしかとれな
かったのに）「ここにあるとゴルフの後で風呂

上腹部にストーマを作りました．

に入ったときに他人に見られる」というもの

＊＊＊ストーマ作りなおしのときに＊＊＊

でした．それでもパウチはどれがよいかなど
と聞くのです．結局，前回の手術の時に自然

しわの中に隠れるような位置が悪く高さの

排便法の基本が理解されていないので，洗腸

ないストーマのもっとも根本的な解決方法は

でしか管理できなかった以前のストーマを良

ストーマの作りなおしです．ストーマの作り
なおしは技術的には癒着剥離とストーアの造

いものと思い込んでいるのが不満の元のよう

設ですから，やたら難しいと言うのではあり

理解されていなかったのに驚きと失望を感じ

ませんが，一度やってうまくいかなかったも

ました．『私は何をしたのだ？』

でした．術前に何回も説明したのにほとんど

のをやり直すというのは失敗を許されないよ

ストーマケアを指導することになると，管

うで気の重い手術です．やりたくない手術で

理できないストーマはすぐ作りなおしと思う

すが，やらなければならない症例はあります．
最近作りなおさざるをえなかった症例でまた

のですが，患者さんのストーマケアにたいす
る理解の程度を確認して，患者さん自身が現

反省しました．

在の自分のストーマに対して具体的に不満を

直腸切断を受けてストーマを付けていた患
者さんが外来にみえて「1日に2回洗腸が必

感じるのを待って，じっくり慎重に進めるべ
きと反省しました．

要になった．」と言います．注腸造影しても所
見が無く，自然排便法への移行か併用が必要
と判断しました．しかし，ストーマは腸骨に

＊＊＊パウチの廃棄＊＊＊

近く腹部のしわに隠れています．パウチング

ドレーナブルパウチはトイレで便を捨てた

ができませんでした．自然排便法を行うには

後に交換し，クローズドタイプも交換後極力

ストーマの作り直しが必要と説明し，よく考

便をトイレで処理し古新聞などに包んで「燃

えてくださいと話しました．2ヶ月後に「作

えるゴミ」として廃棄します。

り直して欲しい」と言ってきました．入院し

便を入れたまま『燃えないゴミ』として廃

てマーキジグをしますと腹部の脂肪が多く臍

棄してトラブルとなった例があると聞いてい

より上がストーマの作成位置として適当な状

ます。

態でした．「パウチでゴルフウェアのボディラ
インが崩れるから下の方がいい．」と言いま
す．『こんなでっぼった腹でなにを言うん
だ！』と思いましたが，下にすると自分で処
理するときに見えなくなってしまうことを説
明し，前医の手術の時に自分が希望して下の

＊＊＊訂

正＊＊＊

写真10−3は上下逆です。本をさかさまに
するか逆立ちして見てください。
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著者はかつて思い出すだけでも赤面するよ
うなひどいストーマを造ったことがありま
す．その時は，なぜそんなに扱いずらいのか
が理解できませんでした．北見の病院に勤め

するか書きました．記述内容に不穏当，不適
当な点があれば全て私の責任であります．
経験から言わせてもらえば，ストーマケア
は簡単ではないし，時間もかかります．

ていたある日，婦長に「ストーマサイトマー
んな傷の近くに？」と思いましたが，造って
みると大変具合が良く，患者さんからも感謝
されました．ストーマサイトマーキングでス
た．しかし，次々と疑問が出てきてひとつづ
つ調べて行くと，それまでストーマの扱いを
知らなかったということが理解できました．
そして扱いかたを多くの方に教わりました．
たくさんの人がいろいろなやり方をしていま
す．その「どう扱うか」ということをひとに
伝えるのに本を造りました．この本は学術論
文でも教科書でもありません．参考書とでも
いうものです．
この本を書いた目的は「実際に行う人への
助けとなること」です．けっして，ここに書
いてあることが絶対ではありません．これま
で修正してきたと同様に，これからも変わっ
て行くと思います．この本を書く時点で良い
と思うことが書かれているだけです．ストー
マを造るときやストーマケアをするときに参
考にしてくれればありがたく思います．実験
的なこと学問的なことは書かないようにしま
した．自分が他の本では理解しずらかったこ
と，経験してみて良い方法と思ったことを中
心に書いてあります．ストーマ外来で経験し
たことがもとになっているので尿路ストーマ
も扱ってありますが，消化管のストーマが中
心になっています．しかし，書ききれません
でした．
表紙，写真，図，本文はすべて著者が撮影

1 日にしてならずぢや．﹂

トーマについて随分理解したように思いまし

﹁ストーマケアの道は

キングをして欲しい．」と言われました．「そ

以下の人々にストーマケアの指導をしてい

北海道大学第一外科
教授 内野 純一先生
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WCET一人旅
1990年,ここは一発世界の

が無くなったりする.」という
噂を聞いたが,安いに越した

列は,私の前にズーッと繋

レベルを確認しなくてはと,

ことはない.ホテルも学会扱

WCET (world council of

いの安いホテルを頼んだ.
直前になり予定表をみると

間に合わないかも.飛行機に
乗り遅れたために行けません

enterostomal therapist)に参
加することにした.テーマは

ホテルの予約が1日分足りな

がっている.これでは出発に

でしたと帰れるものか.えー
い,貴重なおみやげ代を握り
しめて,タクシー乗り場‑

"Hands around the world".
会議はカナダのトロントで行

い.これはいかん.トロント
で野福はしたくない.さっそ

わノれるので,帰りにアメリカ
のクリ‑ブランドに寄ってく

くホテルへ電話した. "This

機に間に合った.バスを待っ

is…".わっ,速くてなにを

ることにした.

しゃべっているのか分から

ていた人も間に合った.なん
てこったい.

1.出発前
かつて1度だけカバン持ち

ん. "Please, speak more

でアメリ別こ行ったが,切符
からなにから他人任せ.自分
だけで海外旅行はしたことは
なし.にもかかわらず, 「学会

飛行機はデトロイト‑向け

slowly."たった1日の延長だ
けで,日本で半年分の予約を
したくらい疲れてしまった.

て飛び立った.満席だった.
カウンターで通路側と指定し

私の心に不安という暗い雲が
垂れ込めたのであった.

うせ安売り切符だ.こんなも

のツアーは高いよ.」という教

2.出発

授の忠告により,格安切符を

羽田空港につくと成田行き
のリムジンバスが満員で次の

依頼した.ノースウェストの
飛行機になった.「ノースウェ

走った.もちろん,私は飛行

たのにまん中の席だった.ど
んだろう.エグゼクティブに
はスチュワーデス(最近,こ
の言葉は性差別用語なんだそ
うな.機内誌にはフライトア

バスに予約した.バスは出発

テンダントとなっていた.)が

ストはサービスはわるいし,

時刻になっても来ない.空港

遅れたり予定が突然変更に
なったり,欠航したり,荷物

の中にバスが入ってこれない

多い.なにか欲しいものが有
れば,その素振りだけでニコ

という.その上バスを待つ行

(4ページへ続く)

1. ストーマとは何だ

ましたが，現在では結腸ストーマ，または単
にストーマという呼び方がストーマに関係す

ストーマとはギリシャ語のOSTOMA

る人々には好まれています．その理由は「ス

からできた言葉で本来「口」をあら
わす語です．そして，外瘻をつける手術の胃

トーマ」は「人工の肛門」ではないからです．

瘻，腸瘻作成術のGASTROSTOMY，

は出すことであり，もう1つは止めることで

ILEOSTOMYの語源となっています．現在

す．肛門は便やガスを出したいときに出して

ではストーマといえば，結腸瘻，回腸瘻，膀

止めたいときに止めています．便も硬かった

肛門のおおきな機能は2つあります．1つ

胱瘻，尿管皮膚瘻，回腸導管などを総称して

り，下痢であったりさまざまです．これらの

います．

ものをキチッと出したり，止めたりして管理
しているのが肛門の働きです．しかし，ストー

2. ストーマケアの基本

マはそのような括約筋機能を持っていませ
ん．ただの腸の断端が皮膚の面に引っ張り出

ストーマケアの基本はセルフケアです．「自

されているモノです．いわゆるストーマから

分でやる」ということです．セルフケアがで

の排便は不随意で，月日の経過とともに排便

きれば手術前の生活に戻ることができます．

時間の一定になる人がいますが，とうてい肛

仕事していた人は「職場に戻る」，家庭にいた

門機能と呼べるようなものはありません．

人では「家庭に戻る」というのが手術を受け

ストーマを知らない一般の人々が「人工肛

る目的だからです．まわりの人々が「かわい

門」という言葉から受けるイメージの多くは

そうだから」といって全てやってあげるのは

「硬い金属的な人工産物の機械が腹部につけ

良くありません．排便を他人に依存させるの
は精神的にはオムツをあてた赤ん坊の状態に

られる」というものです．ところが実際に患
者さんの腹部につけられるのはなにやら赤

おくことになります．早期離床のように早期

い，まるで内臓が出てきたようなものです．

セルフケアが重要です．小児でも可及的に早

このイメージと現実のギャップが術後の精神

く教えます．

的なショックとなり，嫌悪感につながってい

実際に指導するときに気をつけるのは次の
3つです．

きます．このため人工肛門という言葉は不適
切で，現実に即していないということでス

・金（Treasure）がかからない．

トーマという言葉が使われます．良いことで

・時間（Time）がかからない．

す．医療関係者の中でも「人工肛門」という

・捜術（Technique）がいらない．

言葉のイメージに引きずられている人が多い

3つの " T〝 がいらないのが良いストーマ
ケアです．

3. 結腸ストーマは人工肛門ではな
い
．
かつて，人工肛門という言葉が使われてい

ことからもストーマという言葉を広めるべき
です．

回 パウチは「人工直腸」です．
結腸ストーマは腸の断端です．そこにパウ
3

チと呼ばれる袋をつけて便やガスをためま

るのですから，人工直腸であるパウチの中に

す．ある程度の量になったらトイレに行って
処理します．防臭性のしっかりしたパウチを

便がちょっと出ているからといって，すぐに
処理しなければならないというものではあり

使えばにおいもしません．ということは，こ
のパウチは「人工直腸」です．パウチのドレー

パンツの中と同一視して1日中パウチの中を

ン孔は便やガスを出したり止めたりしている

見て暮らしている患者さんもいます．術前か

ので，ここが「人工肛門」です．普通の人て

ら患者さんに「パウチが直腸だ．」と指導しま

も直腸の中に便を溜めてからトイレで排泄す

しょう．

めたのは，食事がすっかり

このおばあちゃんはデトロ

トがとんでくる．そして，陶

終ってからだった．
デトロイト到着の前に入国

イトでワシントン行きに乗り
換えだったが，出発ゲートが

器の茶碗でお茶が出る．お茶

の書類を書かされるが，隣り

分からないでロビーで寄って

もコーヒーもお好みしだいで

のおばあちゃんはさっぱり書

ある．食事はもちろん銀メッ
キの食器である．座席は当然

こうとしない．「おばあちゃ

きた．搭乗券を見ると私の出
発ゲートのとなりだったので

（2ページからの続き）
ニコしたフライトアテンダン

大きい．
私の席はエコノミ→．コー
ラが飲みたかったので，呼び

ん，お一人ですか．」と聞くと
指を一本出す．ひとりか．こ
んなしなびたばあちゃんが一

連れていって上げた．身振り

人でアメリカに来るとは，見

ワシントンに住んでいて，今

手振りと単語の羅列で，この
おばあちゃんの子供が一緒に

出しボタンを押したが，いつ
までも来ない．眠ってしまっ

上げたばあちゃんだ．「入国の

回，一人で韓国に帰省して東

書類は書いてありますか．」と

た．目が覚めたら呼び出しの
ランプも消されていた．再度

聞くと何のことか分からんら

京回りで帰る途中であること
がわかった．しかし，後々考

しい．「これを書いたかい．」

えてみるとほとんどテレパ

押したら，いかついオバタリ

と見せると首を振っている．
ここは一つ日本人同士親切に

シーだと思った．

アンフライトアテンダントが
来た．ニコニコなんてしてい
ない．「コークを一杯欲しい．」
と言ったら，プラスチックの
′コップに2杯持ってきた．（あ
とで米人に話したら

a cup

of〟が a cupple of"に聞こ
えたのだろうと言われた．私
の英語はそんなものさ．）

してやるか．「パスポートを見
せてごらん．」と私のパスポー

れた．うーん，これは読めん．
ハングル文字だ．このおばあ

ら，後が面倒くさかった．

ちゃんは韓国人か．ここで英
語に切年替えたが，さっぱり

Tea，Tea." と言いながら来
るので， Please〝 と言って

あさんは韓国人で，入国書類
のことは分からないようだ．

カップを差し出したら，お前
はそっち側の列の担当だから

ビザを持っているかどうか，

れじゃあと，来るのを待って
いると，こっち側は Coffee，
coffee． と言いながら来る
じゃあないか．私がお茶を飲

国係官に入国の目的を，学会
だと言った．ビジネスかと言

チックである．食事中に

そっちからもらえと言う．そ

3．アメリカ入国
前回のアメリカ旅行で，入

トを見せるとおばあちゃんも
パスポートを出して見せてく

通じない．フティトアテンダ
ントを呼び止めて，「このおば

もちろん，食器はプラス

4

ません．この考えが重要です．パウチの中を

われ，つい

YES〝と言った

「sightseeing．」と言えと教え
られていたので，今回はとに
かく
いた．

sightseeing"と決めて

ああ，何か言ってるな，こ
いつ．

Sightseeing！"えっ，

なに，どこに行くかって．
Cleveland．Ohio."どうだ．分

書類が揃っているか調べて欲
しい．」フライトアテンダント

かったか．早く

はパスポートを調べて， No
trouble." と言った．見ると

はじめたよ．どうも，これは

resident（米国内居住者）"と
書いてあった．

OKってい

え．ありゃりゃ，なにか言い
「クリーブランドなんて，観光
で見るところなんて無いだろ
（19ページへ続く）

現在ストーマからの排便法は大別して2つ

間でも可能です．かつて，「洗腸をやらせなけ

あります．浣腸法（いわゆる洗腸法）と自然

ればストーマケアの指導をしていない．」と見

排便法です．薬物排便法といって下剤を内服

なされた時代がありましたが，結局洗腸を続

して出す方法も本には書かれていますが，
やっている患者さんを見たことがありませ

けたのは60％位だったといわれています．こ

ん
．

う刺激に体力がついていかなかったりしたた

れは操作が面倒だったり，強制的な浣腸とい
めです．

1. 洗腸法とは

自然排便法に必要な刺激のない皮膚保護材
がなかった頃には，多くの患者さんがストー

洗腸という言葉はまるで洗濯でもするよう

マ周囲の皮膚炎に悩まされ，その解決策とし

に腸をきれいにするように聞こえますが，実
は大量高圧浣腸にはかなりません．

て洗腸が行われ燎原の火のように日本中に広
がりました．

実際の手順は，まずフェイスプレートとい
われるプラスチックの板をベルトでストーマ

れることが多いのですが，冬の間，トイレに

問題もあります．臭いの為にトイレで行わ

の周囲に国定するか，フランジといわれる皮

1時間というのは高齢者にとっては好ましい

膚保護材を貼っておきます．洗腸用のスリー

状況ではありません．洗腸中に脳内出血で倒

ブといわれるビニールの長い筒をプレートま

れていたのを発見された例もあります．

たはフランジにつけてストーマからの排出物

もう1つの問題は再発や高齢のために洗腸

をトイレまたは専用の容器に流し込むように

不可能な状況になったときのことです（写真

します．500〜1，000mlの温めた水道水を

17）．洗腸をしているとストーマから便が出て

バッグに入れて吊して，コーンという円錐形

いる時間が極めて短く，ストーマ周囲に便が

の道具の先端からストーマの中に1分間に

あるということが異常に感じるようになりま

100m1位のスピードで注入します．注入後，

す．洗腸している人は「自然排便法なんてい

ちょっと我慢してから排便し，いったん排便

つも便が袋の中にあって，汚くてたまらない

してからも，その後30分くらいしてから「後

よ．」と言います．確かに便がパウチの中に無

便（あとべん）」と呼ばれる便が出るのを待っ

い状態は快適ですが，それが「良い」と思い

てから終了します．だいたい準備から終了ま

込んでしまうと，再発して癌性腹膜炎を起こ

で1時間というところです．洗腸の後は万一

したり，骨転移や高齢のために1時間座って

便が出たときの為にガーゼを当てたり，簡単

いるということができなくなって自然排便法

な装具を当てておきます．1−2日間に1回

を行うときに精神的に抵抗し，洗腸を無理に

というのが標準的な間隔です．洗腸と洗腸の

続けようとします．癌性腹膜炎で末期になり

間は便は出ないし，ガスも無くて外に出てい

ながらも，洗腸に固執して，出ない洗腸を繰
り返す患者さんの姿は悲壮でさえあります．

る人や，人に全うことの多い人にはありがた
い方法です．定期的に排便できてストーマ周
囲の皮膚炎も少なくなります．寒くなったら
バケツや専用の排便用ポットを用いれば、居

洗腸を指導するのは次のような場合です．
・洗腸を継続する体力のあること．
・仕事柄，外出や面会が多いこと．
5

ず，術後の排便が管理可能であること，その

尿器科では精神的なものでなければ自己注射

ためには患者さんの協力でストーマサイト

などで治療してくれる．」と説明します．やは

マーキングが必要なことを話します．たくさ

り，障害の代償の方法があることを話してお

ん話さなくてもいいのですが，必要なことは

くことが重要です．ちなみに泌尿器科では，

はっきりと話します．

精神的なインポテンツが否定された場合，自
己注射，補助具，シリコンバッグで治療しま

2．排尿障害
直腸の周囲の部活を行う可能性があるとき
は，「排尿障害が生じる可能性があります．」

す．精神的なものかどうかの判定で簡単なの
はスタンプ法です．これは寝る前にミシン目
のついた切手を裏返しにしてペニスのまわり
に巻いて止めておきます．翌朝，この切手の

と話します．「ひとによってはすぐに回復する

ミシン目が切れていれば精神的なインポテン

こともあるし，数ヶ月，数年かかる人もいる．

ツということになります．自己注射とは塩酸

また，場合によってはずーっと障害が残る人

パパべインの注射をペニスの根部に自分で注

もいる．しかし，障害があるときは間歇的自

射させるもので，海綿体が膨らんで勃起しま

己導尿で対処して自然な排尿が回復するのを

す．補助具はシリコンゴムで外側から支える

待つ．間歇的自己導尿で退院，職場復帰でき，

もので中途半端な勃起しかしないときに使用

他人にわからないようにすることができる．」

します．シリコンバッグは手術的にペニスの

と説明します．機能障害が予想されるときに

中に埋め込むものでポンプを陰嚢の中に理め

は，その代償の方法があることを説明するこ

込みポンプを押してペニスの中のシリコン

とが重要です．「ただ，取るだけで何にもして

バッグを膨らませて勃起させるものです．手

くれない．」と感じさせないことです．

術的に埋め込むので感染しないようにするこ

間歓的自己導尿法（Non−Sterile but clean

とが重要なのと，保険が効きませんので100

の講義で習いますから，おわかりでしょうが，

万円以上医療費がかかるのが難点です．術前
にあまりしつこく話しますと，すっかりその

導尿用カテーテルを常時持ち歩き2〜4時間

気になってしまい，精神的なインポテンツに

selfcatheterization）は，学生の時に泌尿器科

おきに自分でトイレで導尿するものです．カ

なります．また，術後インポテンツを装って

テーテルは滅菌する必要はなく水道の水で

離婚しようとする人もいたと聞きます．過度

ザーツと洗いティッシュなどで包んでポケッ

の説明は慎みましょう．

トにいれておきます．一定時間毎に導尿する
ことによって，膀胱内の細菌が増殖する前に
尿を膀胱から無くしてしまうことがポイント
です．

4．お

ま

け

患者さんが気にかけているのは，以上の他
に，身体障害者の認定，年金のこと入院期間

3．性機能障害
排尿障害と同様に性機能障害についても話
します．「直腸の近くに性機能に関係する神経
が走っていて，手術操作によって麻痺する可
能性が高い．（勃起が傷害される場合と射精が
傷害される場合がある．）回復することもある
し，回復しないこともある．6ヶ月以上経っ
ても障害があり，患者さんの希望があれば性
科学をやっている泌尿器科医を紹介する．泌
8

などです．身体障害者の認定については結腸
ストーマのみなら4級，尿路ストーマが一緒
につけば3級というのが目安です．詳細は社
会保障の項を見てください．
入院期間については各医療機関で異なって
いるでしょうから，実情を話してください．
「術後，いろいろなことが起こる可能性が
ありますが，全てを話せと言っても不可能で
すので，概略だけ話しました．術後，何か問
題があれば適宜お話します．」と話して終りま

す．上に書かれたこと全てを話す必要はあり
ません．説明する人間が理解しておき，聞か
れたら追加するくらいが良いようです．
これだけ，話しておけばあとは楽です．「こ
んなことを話したら患者が逃げてしまう．」と

2. ストーマサイトマーキング
排便の管理のしやすいストーマの位置とは
どこでしょうか．これにはクリーブランドク
リニックの基準があります．

言うひともいますが，これだけのことを話さ
れた患者は術後，精神的に大変に楽です．術

1．＊標準体重では臍より下，肥満者は臍

後のグッタリした時期に，なにが起こるかわ

より上．

からない不安に苛まれるのは不幸です．また，

2．腹直筋の中．

体力が回復してきている時期に排尿障害，勃

3．腹部の頂点で，患者自信が見ることが

起不全でひとり悩ませるのは医療を提供する
者として恥ずかしいことです．他の施設に

できる位置．

いって手術になったとしたら，まだ話し方が

4．肋骨弓，上前腸骨轍をさけ，癒痕，し
わのない位置．

良くなかったと考えてください．しかし，話

5．10×10cm程度の平面が得ら．れる位置

したことは無駄になりませんし，これだけの
ことをしていれば自然と患者さんも理解しま

＊ 標準体重か肥満者かの判断は坐位で前屈

す．（要は気持ちだ．）

位をとらせたとき，臍より頭側にシワができ

忘れやすいことですが，ストーマにならな

るとき標準体重，臍より尾側にできるとき肥

い低位前方切除の患者さんも排尿障害，性機

満者とする．標準体重は千代の富士みたいで

能障害についての術前の説明は重要です．

肥満は大乃国みたいな人です（図1）．
この基準は画期的で，これに従うと，少な
くとも管理できないストーマを造るという事

図1

ストーマサイトマーキング
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態は避けられます．
実際には以下の手順がおすすめです．
・用意するもの
マジックインキ，術後使う予定の装具（フ
ランジ，パウチ）
・手順

ができています（図1−3，1−6）．
この中心にマジックインキで印をつけ
ます（念のため，2ヶ所以上マークし
ておく）．
6．再び坐位にして自分で見えるかを確認
してフランジを貼ります（写真10−

1．患者さんに装具を見せて，その装具が

1，裏表紙参照）．パウチもつけて患者

皮膚を保護して，パウチが直腸の代用
となること，ストーマが人工肛門では

衣ではなく，普通の服を着て，ベルト

なく，パウチから候を出すところが肛

にあたったりしないかを確かめてもら
います．

門の機能を持っていること，もともと

使用するフランジに使われている以

パウチ内へ候を貯留させて必要な時に

外の皮膚保護材も貼っておきます．

便を排出するのが目的なので，パウチ

（パッチテスト）

内の便をやたら頻回に処理する必要が

7．パウチ，フランジはそのままにして装

ないこと，セルフケアができることな

着感を確かめます．また，2日間過ご

どを説明します．

してもらってから皮膚保護材を刺し

2．坐位にしてしわを観察します（臍と肋
骨弓のあいだ，臍と上前腸骨棘のあい
だに深いシワがあることが多い）．御辞
儀をするようにしてもらいますとシワ

て，30分以上たってから観察し皮膚保
護材によって皮膚炎を起こしていない
ことを確認します．

がはっきりします．このシワの底にマ

8．途中，都合が悪ければ位置を変更しま
す
．

ジックインキで線を引きます．（図1−

これで位置による問題はおきません．「いろ

2，1−5）

んな姿勢で試してみる．」と書いている本もあ
りますが，現実的には上に書いたようなやり

3．背臥位にします．臍を通った正中線を
マジックインキで引きます．

方で充分と思います．その時だけで決めよう

4．そのまま，頭を上げて足先を見るよう

とするから，いろんな姿勢をとってみる必要

にしてもらいます．こうすると腹直筋

があるので2日間装用してみれば具合の悪い

が緊張してわかりやすくなります（図

所はわかりますし，人間の腹はそんなに広く

ど・・2）．腹直筋の外縁の線をマジックイン
キで引きます．

ないので良さそうな位置はだいたい決るもの

5．患者さんに頭を戻してもらいます．2．

な範囲の中心を決めるくらいの気持ちで良い

3．4．の手順で引かれた線で四角形

です．完璧な1点を決めようとせず管理可能
と思います．入院してから時間がなければ，
外来でもできます．このようにすると，患者

図2 腹直筋の確認法

さん自身が位置の決定に関与しているので，
術後，「ストーマは医者が勝手に造ったもの．」
と言って，ストーマのセルフケアをしないと
いう不幸な事態を避けることができます．こ
れは非常に大きな効果であって，術前にマー
キングしなかった患者さんと明らかに違いま
す．術後，術直後用装具をつけていると，患

背臥位で頭を上げてもらうと
腹直筋がわかりやすい
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者自身から術前に見せてくれた装具に変えて
使い方を教えてくれと言われることもあるほ
どです．特に男の場合に大きな違いが出ます．

1．結腸ストーマのマーキング
結腸のストーマは以下の3つにわかれま
す
．
（1）盲腸上行結腸ストーマ
右側に造られます．右下の位置を第1
選択としますが，右上の臍と肋骨弓の間
でフランジが肋骨弓にあたらない位置を
第2選択とします．
（2）横行結腸ストーマ

用の小さなフランジが貼れる尿管皮膚瘻のギ
リギリの範囲をマーキングしておくのが良い
でしょう．

4．回腸導管のマーキング
右下腹部に造られます．
5．同時に2つのストーマを造るとき
骨盤内臓器全嫡術のように，結腸ストーマ
と尿路ストーマが同時に造られるときは，ス
トーマどうし9cm以上離すようにします．こ

右上，左上に造られることが多いので
すが，結腸の長さによっては左下や右下

れはフランジ2枚を別々に貼るためです．候

に造ることも可能です．上を第1選択，
下を第2選択とします．腹部が癒痕など
で左右対象でないとき以外は左右どちら
かにマーキングしておけばよろしいで
しょう．上にマーキングする時は肋骨弓
に充分注意します．
（3）下行結腸，S状結腸ストーマ
左下に造られることが多いです．ス
トーマ造設のために残された結腸の長さ

ですから別に処理できるようにしなければな

によっては左上，場合によっては右下に
造ることもあります（写真8）．
左下が第1選択であり，左上が第2選
択になります．
2．回腸ストーマのマーキング
左右どちらにも造られるし，上下も比較的
自由です．大腸全摘後には右下に造られるこ

と尿を1つのパウチで処理することは不可能
りません．腹部でマーキングの基準を満たし
て9cmといえば，ほとんど位置は限定されて
しまいます．
結腸ストーマと尿路ストーマでは尿路ス
トーマのほうを優先的に決定します．尿路ス
トーマはフランジを貼る平面を尿が濡らして
接着性を損ないやすく，どんな隙間でも入り
込み洩れていくからです．
尿路ストーマと結腸ストーマは頭尾側方向
の位置を少しずらしておきます．尿路ストー
マは尿の重さのためにベルトを用いて支える
ことがあり，そのベルトが結腸ストーマの上
に直接かからないようにするためですが，絶
対にというものでもないようです（写真2）．
また，尿路ストーマの方を結腸ストーマより

とが多いので，右下が第1選択，右上が第2
選択となります．

尾側につけることが多いのですが，患者さん

3．尿管皮膚瘻のマーキング
これはむずかしい．尿管の長さによっては
腹部の前面に造れないことがあります．尿路

ともあります（回腸導管は尾側の方が造りや

の見やすさを考えて，あえて頭側につけるこ
すく，尿管皮膚瘻は頭側の方が造りやすい）．

臨時手術のストーマサイト
臨時手術の時にどこに
ストーマを作るかは非常
に重要ですが難しい問題
です．
方法は3つあります．
1．定期手術の前に
低位前方切除手術など
の患者さんで糖尿病があ
る，高齢である，元気が
無い，なんとなく変だ，
ついてない顔つきをして
いるという時に，定期手

術の前からマーキングし
ておきます．手術中にス
トーマを作らざるを得な
くなったとき，手術後縫
合不全からストーマ造設
になったときに安心して
ストーマを作れます．
2．臨時手術の麻酔をか
ける前に
患者さんが苦しんでい
ても，痛がっていても，
「ヨイショッ」と上体を起

こして腹部の深いシワを
確認してシワの位置にマ
ジックインキで線をひき
ます．手術台上でひかれ
た線を避けて腹直筋の中
に点墨します．エッ，患
者さんが具合悪そうだっ
て，大丈夫です．臨時手
術ができるならマーキン
グもできます．
3．開腹してからストー
マ造設せざるを得なく

なった
臍の尾側，腹直筋の中，
臍にフランジがかからな
い程度の位置に今までの
経験から勘を働かして作
ります．あとは神様にお
祈りします．医者の運が
よければ術後うまく管理
できるでしょう．運が悪
かったら，マーキングし
て位置変更の再手術をし
ます．
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一良いストーマケアは良いストーマから−

の無いものを用います．抜糸は7−10日後に

［形と高さと位置］

します．

ストーマ作成にあたり重要なことは，その
機能を満たすためにどういう扱いかたをする
のか考えることです．
ストーマの機能とは，便や尿を出すことで
す．現在の状況では，それを管理するのに基
本となるのは自然排便法です．フランジとパ

開

1.

腹

創

開腹創の上に皮膚保護材がかかっても別に
は問題ありません．皮膚保護材が創の上をピ
タリと被っていれば感染することはありませ

い．逆に正円形のストーマはフランジの向き

ん．もし，術後創感染が起こったら術中の汚
染によると考えた方が良いでしょう．しかし，
皮膚保護材にとって正中創は術後結紫糸で凸
凹しているので貼りづらいので楽に貼るため
に正中創をストーマと反対側に曲げます（写
真4，5，7）．皮膚切開だけ曲げておいて皮
下脂肪の下で腹直筋の前期の上を正中に向
かって剥離して腹直筋の正中で開腹すれば良

を気にしなくてよいので貼りやすいのです．

いのです．

ウチを貼ることです．回腸導管や尿管皮膚瘻
ではこれしかありません．
つまり，良いストーマとは現状ではフラン
ジの貼りやすいストーマです．では，どのよ
うなストーマがフランジが貼りやすいので
しょうか？
まず，不整形のストーマ，これは貼りづら

大きいストーマはフランジを貼る平面を確
保しずらいし，シワにかかりやすいのでダメ
です．小さいほうが良い．陥没しているストー

2. 結腸ストーマの作り方

マ，これは嫌われます．フランジを貼っても

結腸のストーマの作り方は回腸やループ式

便がその下にもぐり込んでいくので，始末に
困ります．では，平坦ではどうでしょうか．

や尿路に比較して簡単です（とは言っても油
断はできない）．

これも便がもぐり込みます．高い方が良い．
円くて小さくて高い．さらにストーマサイト
マーキングをして良い位置につける．これが
良いストーマの基本形です．

1．単 口 式
1．マーキングした位置の皮膚をコッヘ
ル紺子で摘み上げる．

従来，ストーマに関する本では高さは5
〜10mmと書かれていますが，術後，ツー

2．コッヘル錯子の頭尾側方向に1cm位

ピースを使うこと，直腸の手術の後では太る
患 者 さ ん が 多 いことを考えると最低1 0 mm

（図3）．縦長の長円形にするくらいの
気持ちでよい．

は必要と思います．10−20mmというのが良

3．皮膚は横方向に引っ張られているの

いと思います．
それでは手術手技です．
針は丸針で，いつも腸の吻合に使うくらい
の大きさ，糸は非吸収糸でなるべく組織反応
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離して，ほぼ水平にメスで皮膚を切る

で，このようにして切ると直径3cm
弱の正円になる．
4．皮下脂肪は電気メスで止血して筋鈎
でスプリットする．

5．腹直筋前鞘は皮膚切除と同じくらい
の十字切開とする．
6．腹直筋は筋鈎で十字切開より大きく
スプリットする．腹直筋は切断しな

一言いってから，ストーマを作成す
．
る
11．丸針．サージロン3−0．最初にかけ
る4針は結腸間膜から45度，135度，
225度，315度の位置にかける（図4）．

しヽ

7．腹直筋後輪は十字切開または同程度
の円形に切り取る．腹膜は切らない．
結腸の通る経路が指2本が楽に通る
くらいにしておく．

12．皮膚は創縁から1mm位の所に刺す．
真皮を大きくとって真皮の下の皮下
脂肪に針を出す（図5上
13．引き出した結腸が4cmになり，なお

8．腹膜は腹直筋後鞘の切開部から5cm

かつ結腸がゆったりしている状態で，

位を剥ぐ．これ以上の腹膜や後腹膜が

皮膚の高さに相当する結腸の漿筋層

残っていたら切開する．（つまり後腹

にかける．確実に筋層にかける．間膜，

膜化される結腸を5cm位にする）
9．結腸を静かに腹直筋の中を通して断

結腸垂にはかけない（図6）．
14．結腸断端の漿膜から刺入し粘膜面に

端を皮膚の上に4cm位引き出す

出す．粘膜面に出す位置は粘膜の断端

（ソーッと丁寧に）．

から1mmくらいにする．

10．創を閉じた後，まず，麻酔科医に「こ

15．4針かけたら，その間を同様にかける

れからストーマを造りますから，ま

（もし，間膜や結腸垂で筋層にかけ

だ，麻酔を覚まさないでください．ス
トーマを造った後，フランジを貼りま

られなければ皮膚と全層のみでも良
い
）
．

す．フランジを貼るのは整形外科の術

16．1針づつ締めて粘膜を翻転させる．表

後のギプス巻きに相当しますから，そ

皮と粘膜がまくれ込まないようにす

の時まで動かないようにしてくださ

る（図7）．翻転した後から縫合を追

い．」と言って頼んでおく．

加しようとすると粘膜を損傷したり

経験の浅い麻酔科医ではストーマ
を造っている最中に覚まして，造りか

しやすいので必要な本数だけあらか
じめかけておくのがよい．

けのストーマから便が出てきて大変
なめに合うことがある．安全のために

以上のようにすると粘膜と皮膚のStitch
13

biteは1mm位なので抜糸後に醜いストーマ
周囲の擬痕ができません．真皮のみと粘膜下
にかけると良いとも言われています．吸収糸
を使うと抜糸も不要といわれます．アメリカ
では入院期間が短いのでみんなそうしている
ということですが，E．T．に聞くと「抜糸し

ります．高すぎると感じるかも知れませんが

た方が良いようだ．」と言うのでちょっとだけ

フランジを貼ること，術後太ることを考慮す

表皮にかけて抜糸しています．もし，全層や

れば，このくらいの方が良いようです（写真

皮膚にかける糸を大きくかけるとストーマの

1）．高いストーマからは便が直接パウチに落
ちるのでストーマ周囲の皮膚も痛みにくくな

血流不全を起こすことがあります．また，従
来，筋膜にかけて固定していたひとは「ストー
マが落ちるのでは．」と心配しますが1週間も

ります．

すれば皮下組織が結腸と癒着していて落ちま

れるために，術後1日目にはストーマは浮桂

せん．また，ストーマの高さは約2cm位にな

で直径が20％位増します（写真5）．浮腫で水
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腹直筋の中を通すと結腸が腹直筋で絞めら

の入った風船のようになることもありますが

点がございます．それは腸間膜のことです．

ピンク色をしていれば問題ありません．2週

多くの方は結腸の長さを気にして，「ああっ，

間くらいで浮腫は引きます．しかし，ストー

あがった．あがった．」と，喜んでいらっしゃ

マの大きさが固定するのは2−6カ月後くら
いです．

いますが，さらにもう一つ腸間膜の長さに気
をつけてください．

2．ループコロストミー
ループコロストミーでもっとも扱いやすい

間膜が腹腔内から結腸を引っ張りましてス

のは東京医科歯科大学第2外科の岩間先生方

ストーマの周囲が引っ込んだり，スキンレベ

式のループコロストミーです．単口式に近い

ルのストーマになってしまいます．という訳

形でできて扱いが楽です（写真4）．かつて作

で，あげた結腸がひっぼられないくらい腸間
膜の長さを充分にしてください．もちろん，

腸間膜が短いと結腸があがりましても，腸

られていた長い楕円形のストーマ（写真14）
やスキンレベルのストーマ（写真23）は扱い

トーマが引っ張られてしまいます．最終的に

づらくて大変です．1991年の「手術」でさえ

腸間膜が引っ張るようでしたら充分に授動し
てください．炎症などでどうしても腸間膜が

も従来式のループコロストミーが出ているく

伸びなければ単口式ストーマ2個，または

らいなので，これは最新式ということになり

ループイレオストミーも考えてみられるとよ

ます．ちょっとの手間でできますから岩間式
のループコロストミーを作りましょう．では，

ろしいでしょう．結腸をループにして皮膚の
上にあげます．3cm以上のループをあげてく

作り方です．（このへんはNHKのお料理教室

ださい（図8−1）．このときに腸間膜側が充

の土井勝の調子で読んでください．）

分にあがっていることを確認してください．

まず，用意するものは結腸とマーキングの

頂点近くから切開口までの結腸垂は切除して

すんだお腹です．マーキングサイトに単口式

もかまいません．可能ならH側が尾側になる

と同様に皮膚を切除して円形のストーマの素

ようにねじります．その方が便がフランジの
下にもぐりこみにくくなります．原則的に

を作っておきます．大きさは結腸の太さにも
よりますが，どうせストーマを作って狭窄が
回避できれば拡張はなくなりますので，直径

ロッドはいりません．ここで大きな声で強調
します．

3cm位に押えておきたいものです．もし，直
径4cmを越えるものを作らなければならな
いとしたら，かえって口側と肛門側の2つの
単口式ストーマを充分離して作ったほうがよ

ロッドはいりません．
初めてでどうしても不安だというようなと

ろしいかと思います．

きにはロッドを入れます．ロッドはプラス

さて，円形の皮膚切除を行いましたら，皮
下脂肪を分けて腹直筋の前輪に十字切開を入

チックのできあいもありますが，1mmφのキ

れます．腹直筋を分けて後輪にも十字切開を

カテーテルの中に入れてロッドにするのが良

ルシュナー鋼線を4−5cmに切ってネラトン

加えて指2本が楽に通るくらいにします．

いようです．ネラトンを適当に切ってストー

ループコロストミーの場合は腹膜の後を通す

マの上で糸で結んでおくのが簡単です．しか

のは無理ですから，直接出すことになります．

し，ロッドを入れたストーマのケアは面倒に

そうしますと，どうしても傍ストーマヘルニ

なります．

アの発生頻度が高くなります．そんな理由で，

ループの肛門側腸管の皮膚に近いところで

ストーマの直径が小さい方がよろしいようで

皮膚と平行に腸管を切開します．切開の長さ

す．そうやって下ごしらえのすみました経路

は腸管の周径の1／2くらいにしておきます

に結腸をあげてくるわけですが，ここで

（図8−2）．この切開口の全層を単口式とお

ちょっとしたコツといいますか，気をつける

なじ様にしてひっくり返してストーマにしま
15

す（図8−3，4，5）．どうしても腸間膜側

いので特に注意しましょう．

が短いので出来上りで腸間膜と反対側が長め
になります．口側が尾側になるようにねじっ
たときはちょうど樋のようになって具合が良
いのですが，口側の腸管が頭側になっている

3. 回腸ストーマの作り方
回腸のストーマは潰瘍性大腸炎や家族性ポ

とストーマが御辞儀をしてしまいます．その

リポーシスなどで結腸全摘が行われたときに

時は腸間膜の反対側の集膜筋層を1／3くら
い切りとった方が良いかも知れません．

造られます．また，イレウスでも結腸ストー

肛門側は翻転して漿筋層にかけなくてもよ

あります．一般に永久的なものは単口式，一

ろしいです．これでロ側が高くて肛門側が低

時的なものはループにする傾向がありますが

くてちょっと見には単口式のコロストミーの

もちろん絶対ではありません．

マが造れなくて回腸のストーマにすることも

様に見えます（写真4−2）．ここに書いたよ

回腸ストーマの造設でもっとも重要なのは

うに作ったらストーマケアには苦労しませ

［高さ］です．これは一度，回腸ストーマの術

ん．コツは高く作ることと，腹直筋鞘を切り

後の世話を自分でしてみると良く理解できま

すぎてヘルニアにしないことです．横行結腸

す．つまり，回腸ストーマから出てくるもの
はドロドロの流動体です．さらにこれは活性

のループコロストミーはヘルニアがおきやす
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化された消化酵素をふんだんに含んでいま
す．こんなものが直接皮膚に接触したら皮膚
はたちまちただれてしまいます．例え，政治
家の顔の皮膚でもです．皮膚保護材をなるべ
くストーマにピッタリするように使用しなけ
ればなりません．とすれば，低くてフランジ
の下にもぐるのが良くないことは明らかで
す．高いストーマはどうかと言うと，これは
具合がよろしい．特にツーピースの装具を使
うときにストーマの先がフランジの緑を越え
てパウチの中に入るようになっていると，便
がフランジの中に留まらず直接パウチの中に

膜は大きく切りとりすぎないようにします．

落ちるので，ストーマ周囲の皮膚につかず好

腸間膜の長さを確認します．ゆったりとあ

都合です．このようなストーマの高さはだい

がるようにします．挙上する回腸の末端が皮

たい2cmです（写真10−4）．1cmでは回腸

膚の上に4cm以上出るようにします．挙上回

ストーマとしては低いです．また，やたら長

腸末端の腸閏月莫を3〜4cmくらい腸管から

いとフランジの角にストーマがあたり，ス

切除します．

トーマが傷ついて出血することがあります．
粘膜の修復は早いのですが出血すると患者さ

結腸におけると同様に丸針でサージロン

んもビックリするし，扱いづらいので高さ2

3−0を腸間膜を避けて皮膚，それと同レベ
ルの高さの葉筋層，断端の仝層にかけストー

cmを目標に造ります．

マを翻転させます．このようにすると高さ2

高さの次に大切なのは丸いことです．私は

cmの丸いストーマができます．Dr．Turn−

良く「もっとまるくなりなさい．」と言われて

bullは回腸末端の漿膜筋層を刺して粘膜の筒

きましたが，ストーマも同様です．特に回腸

を造って翻転させると書いています．粘膜の

ストーマは小さくて丸いのが扱いやすいので

筒を造って翻転すると術後の浮腫が少なくな

す
．

るようですが，手技的に繁雑です（図9）．粘

もちろん，ストーマサイトマーキングも忘
れてはなりません．
高さと形と位置，これは良いストーマの3

膜の筒を造らないで全層で翻転させても時間
がたてば浮腫が退いてきれいなストーマにな
ります．このように造って術後の装具の貼り
具合を見たら，いかに楽に扱えるかすぐわか

要素です．

ります．「小腸瘻なんか造ったら皮膚炎がひど
1．単

口

式

皮膚の切開の仕方はコロストミーと同様で

くて大変だ．死んだほうがマシだ．」なんて，
言わせません．

す．ただし，ストーマの口径は出来上りで2
〜2．5cm位が好ましいです．皮膚の切除は小
さめにします．一回でちょうど良くしようと

2．ループイレオストミー
ループイレオスト

ミーはTurnbull式に造

思わずに，追加して切り足すくらいでやった

るのが一番具合良しです．これはループコロ

方がよろしいです．大きく切りすぎると修復

ストミーと同様に造ります．実はTurnbull
式のルーブイレオストミーの応用でループコ

が大変です．
コロストミーのように後腹膜化はしませ
ん．（後腹膜化したほうが良いのかも知れませ

ロストミーを造っているのです．
このTurnbullというのは，クリーブラン

んが，後腹膜化した経験はないのでわかりま

ドクリニックの外科医でした．この病院は世

せん．）後腹膜化しないので，特に腹直筋の筋

界中から潰瘍性大腸炎やポリポーシスが集
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まってくるのでイレオストミーが多いのが特

から，マーキングの通りにならず，楽に扱え

徴です．

るわけがありません．また，尿管の周囲の組

Dr．Turnbullがノーマ・ギルという初め

織を郭清して尿管の血流が悪いと壊死するこ

てのE．T．（EnterostomalTherapist）を養
成したのがE．T．の始まりです．今ではE．

ともあります．

T．スクールはTurnbul1スクールと名前が変

「術前にマーキングを数ヶ所つけておく．でき

わりました．
話が逸れましたので戻ります．直径は単口
式と同じく 2〜3cmくらい．「小さすぎる．

と言うわけで，尿管皮膚瘻を造るときには，
るだけマーキングに合わせて造る．尿管の周
囲を過度に剥離しない．できる限り高くす

ループが出ない．」と思うでしょうが，たいて

る
．
」
特に高さは可能な限り高くしてください．

いは可能です．だいたい肛門側の回腸はずっ

尿管なんて細い管ですから，どんなに頑張っ

と端に寄せて粘液瘻になっていれば良いので

てもフランジの縁で傷つくまでには高くなり

すから，単口式より大きくする必要はありま

ません．ストーマケアの本の中に皮膚を四角

せん．

く切除して尿管を縫着するように書いている

当然，後腹膜化は不可能です．後腹膜化で

ものがありますが，ダメです．そんなことさ

きないだけ，大きくしたくないのです．ルー

れたらストーマがスキンレベルになってうま

プですから腸間膜は腸管の間にくるので邪魔

く扱うなんてできません．きっと自分で後の

になりません．結腸垂がないだけ造りやすい

ことを見ない人が書いたと思います．少なく

でしょう．腸間膜を充分剥離してストーマが
引っ張られないようにすればロッドは不要で

とも，私はそんなストーマをうまく扱う方法

す．大切なのは皮膚の上に回腸のルーブが4

を見たことも聞いたこともありません．尿管
は剥ぎすぎずに周囲の結合織をつけたままで

cmくらい出るようにしておいて肛門側の回

皮膚の上に持ち上げて可及的に高くなるよう

腸の1／2周くらいを切って翻転させること

に翻転してストーマにします．（写真8）

です（写真3）．できれば口側が尾側になるよ

尿管はまっすぐストーマに向かうような経

うにねじりますが，できなければルーブコロ

路をとります．屈曲すると尿が停滞したり、

ストミーの項で書いたように少し漿膜筋層を
切除した方が良いと思います．もちろん皮膚

将来癌による狭窄でステントが必要になった

は丸く切ります．丸く，高く，良い位置に．

ときにステントが入らなくなります．
尿管皮膚瘻を造ったときに一応細いシリコ
ンチューブをいれておきます．ナイロン4−

4. 尿路系ストーマの作り方

0の糸でチューブを縛り，その糸をフランジ
の外に出してパウチをはめて糸を固定しま

尿路ストーマはストーマの中で一番扱いか

す．尿管や皮膚に固定する必要はありません．

たが難しい．それは尿が腸内容よりもさらに

ナイロン4−0くらいの細い糸ではフランジ

流動性が高く，ちょっとした隙間でも入り込
んでいくからです．ストーマに要求される条

とパウチの隙間から尿の漏れる原因にもなり
ません．

件は，やはり基本的な「高く，丸く，良い位
置に」です．

2．回腸導管
このストーマの作り方は単H式の回腸ス

1．尿管皮膚瘻
尿管皮膚瘻は「造るの簡単．扱うのが大変．」
というストーマです．なにせ，尿管の長さが

トーマと同じです．ストーマを大きく造りす
ぎないように注意することです．もちろん尿
路のストーマですから高さが必要です．

足りなくてとにかく皮膚まで持ってこれると

尿管皮膚寮より製作は面倒なのに，回腸導

ころにつけた．というようなことがあります

管が造られる理由はストーマが1個ですむと
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いうことのほかに，高さを出しやすいという

ク・パウチや回盲部を使ったマインツ・パウ

ことがあります．せっかく高さを出せるス

チです．このようなストーマは逆流防止弁機

トーマを造るのですから高くしましょう．や

構が造られていますので，便や尿が自然には

はり，2cmくらいの高さが良いようです．

出てきません．患者さんがカテーテルを用い

立った時に尿がフランジに溜らずに直接パウ

て定期的に内容を排除します．したがって，
この機構が充分に働けばストーマに高さは不

チの中に落ちます．（写真2−2）

用です．カテーテルを挿入しなければなりま
せんのでストーマへの腸管は直線化させなけ

3．その他のストーマ
上記の他に貯留能を持たせた代用膀胱のス

ればならず導管の後腹膜化はできません．

トーマがあります．有名な小腸を使ったコッ

（4ページからの続き）
う．いったいなにをみたいと

るのか私には聞き取れませ

シーはほとんど来なくてリム

ん．この切符の飛行機のこと

ジンばかり．リムジンはリム

思ってんだい．」ということら

でアナウンスがあったら教え

ジン用の整理券をとらなけれ

しい．クリーブランドって鉄
鋼の町なんですね．結局，ト

てください．」これは本人がそ
う話したと思っていることを

ばならない．やっと，リムジ
ンに乗ってホテルに到着．34

ロントに行ってからクリーブ

日本語にしたのであって決し
てこれをスラスラと英語で話

カナダドル．あとで知ったが，
シャトルバスなら1カナダド

したのではない．実際にはこ

ルだった．

ランドの知人を尋ねると言う
ことで納得してもらった．ア
メリカの役人にも真面目なの
がいました．うかつに、"sight
seeing"とも言えない．
ここでトロント行きの飛行
機に乗り換えだ．出発ロビー
で待っていると，いろいろと
アナウンスしているが，さっ

の3倍以上の量の言葉を要し
ていた．いちいちことわりを

ホテルのフロントで確認し

入れると話が長くなるので以

たら，あんなに苦労して電話
したのに1日の延長は記録さ

下も同様に省略．

れていなかった．「日本から電

Sure."

Oh，thank you．"これで安
心．備えあれば愁いなし．恐

話しましたよ．」といって，延
良O．K．ところが洗濯は自分

れていたとうり出発ゲートが

で，洗濯機と風呂とトイレは

ぱり分からん．これはあぶな

変更になり，出発は1時間遅

い．隣りのおばさん2人，お
じさん1人のグループに話し
かけた．「ちょっと，いいです

れた．サンキュー，おじさん，
おばさん．
4．トロント

5部屋の共同である．荷物を
少なくするためにワイシャツ

か．どちらから来ましたか．」

トロント空港でホテルに電

ているので，これは困った．
部屋にはいってびっくり．壁

おおっ，しゃべるしゃべる．

話．あと1時間で入らないと

にはなにかをはがした痕か

1個さけば，10個位返ってく
る．ゆっくりしゃべってね．

キャンセルの時間になる．

はっきりと残されている．

ところが，タクシー乗り場

コップはプラスチックの使い

「ほぉ，ミシガンですか．名前

で待っていてもタクシーは来
ない．リムジンは来るけど，

捨てが1個．さらに窓には
カーテンがない．フロントに

すね．」まぬけな返事だね、こ
れは．「へえー，息子さんは航

係員がさばいていて，どうす

言うと，Curtainが分からな

ればいいものやら．例によっ

い.カーテンを使わない国な

空会社で働いていらっしゃ

て，おばさんに聞く．どうも，
ここでは整理券がいるらし

のか？」，まさか．後で分
かったが，英語でcurtain，米

い．あった，あった．整理券
配給機が．整理券を握って係

語でdrapeという．つまり私

はきいてますよ．有名な州で

る．パイロットですか？．陸
上整備員．いや，立派な仕事
です．」というようなことを話
しておいて，「ところで，この
アナウンスがなにを言ってい

員の所へ言ったら，タメだと
言う．ここの空港にはタク

は毎日洗濯に出すつもりで来

の使ったのがQueen's Eng−
lish．しかたないので「窓の
（35ページへ続く）
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さて，前の章まででよいストーマの作り方
はわかったとして，今度は扱いかたです．「さ

きはトイレで，診察のときはあいている診察
室か個室で行います．

あ，良いストーマができました．後は勝手に
やりなさい．」とはいきますまい．良いストー
マケアとは患者さんにストーマによる制限を
加えないことです．「あなたはストーマがつい

2) 結腸ストーマの扱いかた
結腸ストーマの扱いかたは回腸ストーマや

ているんだから，これも駄目，あれも駄目．」

尿路系のストーマに較べて簡単です．まず，

と言うのでは，ちっともありがたくないし，

簡単な結腸ストーマになれてから難しいのを

造った方もつまらない．

述べましょう．

「山に登れ．温泉にも行け．外国旅行をし
ろ．」自信を持って，そう言ってください．そ
のためにはストーマの扱いかたを知っていな
ければなりません．

1) 基本的事項
術直後で動けない時期を除いてはフランジ
やパウチの交換は立位または坐位で行いま
す
．
マイルズ手術のように会陰部に問題があれば
坐位よりは立位のほうが楽です．楽に座れる
ようにと使われる円座は会陰創を引っ張るよ
すになってかえって痛みを増すことがありま
す
．
20cm匹l方くらいの鏡を用意します．坐位
または立位になって鏡でストーマを見ながら
フランジやパウチがストーマの下線をキチン
とカバーするように貼ります 図1O．
必ず，ビニール袋を用意しておき．3寸二
たパウチやフランジをすぐに入れて臭いとご濡
れないようにします．パウチの中に入って、い
る便は体内にあるのと同じですが．パウチの
口が開いた状態は体外に出た状態と同じで
す
．
大部屋の中でカーテンで仕切って行うのは
避
け
た
ほ
う
が
良
い
で
し
ょ
う
．
セ
ル
フ
ケ
ア
の
と

1．ドレーナプルパウチからの排便法
まず，パウチからの排便法です．なぜなら
装具をつけるのも大事ですが便をパウチから

出すときに汚さず迅速に簡単にできることが

ストーマを腹直筋の中を通して小さめに高く

もっと大事だからです．装具の交換頻度より

造ると浮腫がきます．手術直後から浮腫が発

便の処理の頻度のほうが多いからです．

生し翌日にはまるで水の入った風船のように

ドレーナブルパウチとは下部解放型パウチ

なることもあります．でも，血色が良ければ

のことでワンピース，ツーピースともにあり

心配はいりません．この浮腫により術直後か

ます．はじめてみると「なんだ，これは．こ

ら比べるとストーマの直径がだいたい20％

んなところから便を出したら汚くなるじゃな

増しくらいになります（写真5−2）．
このことを理解してストーマケアにあたり

いか．」と思いますが，きちんと扱えば汚しま
せん．

ます．たいていは術後3〜4日くらいは便が

ワンピースでもツーピースでもドレーナブ

出ません．しかし，そういってガーゼだけを

ルパウチから排便するときはパウチのドレー

当てていれば，初めて便が出たときに便が周

ン孔からします．ツーピースでフランジの結

囲を汚し，臭いが漏れてしまいます．せっか

合部を外して行うと便で汚れる原因になりま

くストーマを造って便を出すことができるよ
うになったのに，初めての便が周囲を汚すの

す
．
正式な名前は知らないので，勝手にドレー

では患者さんはビックリして落ち込んでしま

ナブルパウチの開放したところをドレーン孔

います．やはりパウチを使う必要があります．

と呼びます．まず，ドレーン孔をひっくり返
します．ひっくり返した折り目に裏から左手

パウチは必ず皮膚保護材つきのものを用い
ます．ただ接着剤がついているだけのベタ貼

の親指と人指し指を入れてドレーン孔を開き

り式でいいというのは10年以上昔の感覚で

ます（図11−1）．右手で便をパウチの中から

す
．

押し出します．便を出し終ったら，トイレッ
トペーパーを丸めて翻転したドレーン孔の中

皮膚保護材に大きく2種類あります．カラ
ヤガムと合成ゴム系です．

からパウチの中にいれてからドレーン孔の内

カラヤガムは軟らかく剥しやすいのです

面を拭くようにしてトイレットペーパーを押

が，特有の酸っぱい臭いがして粘着力だけで

し出します．内面がきれいになるまで繰り返
します．

接着する力がありません．合成ゴム系はカラ

翻転したパウチの部分を拭いてきれいにし

なっています．この2者の特徴を生かして使

ヤガムよりは硬く，接着力が強く刺しずらく
うのが重要です．剥しやすいということは皮

ます．
飜転を元に戻します．ドレーン孔をクルク

膚に付かないということですから，何らかの

ルと2−3回折り返してから屏風折にしてダ

理由でストーマを毎日観察したいという時に

ブルクリップで止めます（図11−2，3，4）．
このようにするとパウチのドレーン孔が汚れ

使います．逆に合成ゴム系は「ストーマの出

ないので便臭で悩まされたり，衣服が汚れた

ルだし，高さも充分で，全然心配ない．」とい

りしません．

う時に使います．ストーマが上手にできれば

きちんと処理できる簡単な方法を教えるこ
とが重要です．

来は最高だ．作製したときに腸間膜はユルユ

術直後の皮膚保護材は合成ゴム系で充分で
す．かつては術後というとカラヤガムと言わ
れていましたので，術直後から合成ゴム系を

2．術直後のストーマケア

使用するのに抵抗を感じる人もいるでしょ

まず，患者さんに話しかけながら，ストー
マを誉めます．ここが大事です．これで後の

う．しかし，尿路ストーマや回腸ストーマを
考えてください．これらのストーマには術直

ストーマケアのための患者教育の能率が違っ

後から合成ゴム系の皮膚保護材を使用してい

てきます．次にHowtoです．

ます．カラヤガムでは溶けてしまうからです．

術直後は他の時とどこが違うのか．まず，

そして，回腸ストーマや尿路ストーマが合成

ガムで扱えるのなら結腸ストーマも扱えるの
です．
［実際の手順］
1．ストーマの大きさを計ります．ストー

2．1．で計った大きさより20％増しでフ
ランジに穴を切りあけます．これは翌
日までに浮月重で膨らむ分を考慮に入
れているためです．
3．フランジにカットした穴の周囲に2

マと皮膚の境界で大きさを計ります．

〜3mmく

できればノギスを使います（図12−

mmくらいの切れ目を放射状に入れ

1）．

らいの間隔で長さ1〜2

ます．これはストーマが予想したより

大きくなったり粘膜がフランジの縁

しておくと皮膚にフランジがくっつ

に押し付けられたりしたときに粘膜

いて適切な位置に貼りづらくなりま

が切れないようにするためです（図
12−2）．

4．フランジの裏紙に縦に割を入れてお
きます（図12−3）．

す
．
7．フランジのストーマ周囲の部分を指
で押し付けてストーマ周囲に接着さ
せます．

5．ストーマにフランジを当てて大きさ

このとき強く押し付けすぎると粘

が適当かどうか確認しておきます．こ

膜と皮膚の縫合部が出血するので注

のために裏紙を剥がしておきません．
6．大きさが適当ならフランジをストー

意します．
8．皮膚保護材のパウダーをストーマと

マに当てて裏紙を剥がして皮膚に貼り

皮膚保護剤の隙間に振りまいておき

ます．このとき，はじめから裏紙を剥

ます（図12−4）．パウダーにもカラ

ヤガム系と合成ゴム系があります．
9．ドレーナブルパウチをフランジに装
着します．

えられることです．
初めてストーマ外来にみえる患者さんでフ
ランジのカットが大きく，皮膚保護の役目を
果たしていないかたが時々います（写真21）．

［どんな装具が使われるか］
カラヤガム系：この系統は術直後用に用途

患者さんは看護婦さんからそうやって教わっ
たと言います．この時期に誤って教えてしま

が限られてきたためか製品を出している会社

うと，それが正しいと思い込んで辛い目に会

が減りました．東京衛材のカラヤシート＋ラ

います．正しく教えましょう．

パックの組み合せか，同社のボスパックKが
使えます．
合成ゴム系：合成ゴム系は4日くらい貼

なるべく早い時期にセルフケアさせるよう
にします．抜糸がすんだらすぐにします．ま
ず，フランジの切り方・貼り方を指導します．

りっぱなしにします．ワンピースのドレーナ

その次からストーマ周囲の清拭を指導しま

ブルパウチを少し大きめに切って使えます．

す．ストーマの消毒や，特殊な洗剤などは必

接着力が強いので術後で頻回に交換するのに

要ありません．普通の石鹸で充分です．何故

はむきません．ツーピースはパウチの交換時

なら，誰も自分の直腸や肛門を消毒したりし

にフランジを強く押し付けると創が痛いの

ないからです．皮膚が酸性だからといって酸

で，パウチとフランジの結合用にフランジに

性の石鹸を勧める人がいますが，皮膚の良好

鍔が付いているのが便利です．鍔がついてい

な状態というものはアルカリ性か酸性かとい

るのはコロブラストとホリスターの製品で
す
．

うだけで決るものではありませんし，ストー

バリケアのアコーデオンフランジはフラン
ジとパウチを合わせるところが蛇腹で浮き上

マの周囲の皮膚だからといって他の皮膚と石
鹸を変えねばならない程ではないようです．
石鹸に気を使うより皮膚に石鹸分が残らない

がるようになっていますので使いやすくおす

ようにきれいに洗う方が重要です．この時期

すめです．

が直後の貼り方と違うのは自分でやりやすい
ように指導する点です．

3．退院までのストーマケア
教育が大切です．

（1）準備するもの
1． はさみ

ストーマがおちついたら長期間貼っておけ

ゼオンメディカルのストーマ用はさみが

る装具にします．つまり，合成ゴム系の皮膚

小さめで先が曲がっていて使いやすいよう

保護材にします．ストーマに問題がなければ，
だいたい抜糸が7−10日くらいなので，その

です．これはどんなフランジを使うにして

後からになります．もし，はじめから合成ゴ

なはさみは丸く切るのに便いずらく，フラ

も必要なので購入をすすめます．まっすぐ

ム系の装具が使用されていれば，術直後から

ンジがギザギザに切れるとストーマを傷つ

段階的に移行してきます．この頃はストーマ

けることがあります．

の浮腫がひいて来る頃ですので，交換のとき

2． ガーゼ

にはストーマのサイズを測ってフランジを切

ストーマ周囲の皮膚を清拭するのに使

ります．ストーマの浮腫がなくなったらフラ

う．ウェットティッシューや普通のティッ

ンジはストーマとの間が1〜2mm位の隙間
になるくらいに切ります．この時期に退院し

シュペーパーでも良い．
3．石鹸

てからの装具を決定します．といっても，難

普通の石鹸でよい．

しいことはありません．いつも病棟で使いな

4．フランジ・パウチ

れているのでかまいません．要点はその装具

5． ボールペン

の長所と短所を理解してそれを患者さんに伝

フランジにあける穴を描くのに必要．

6．ビニール袋

します．ついで，フランジの皮膚保護

外したフランジやパウチを入れるため．
7．ダブルクリップ

材を全周にわたって周囲1cm位剥がし
ます．この後，頭側から皮膚保護材を

ドレーナブルパウチの下の口を止めるの

全部刺します．このようにするのは，

に使用する．専用のクリップが付いている
ことが多いが，ダブルクリップが使いやす

皮膚を無理に引っ張って傷つけない

し1

材がくっついていて剥がしずらければ，
ユニソルブを用いると簡単に剥がれ

8．ビニール風呂敷またはデイスポシー

ようにするためです．もし，皮膚保護

ます．（もし，ユニソルブが手元にな
40×40cm位の大きさに切っておく．

くて，剥すのが大変なときは，邪道で

9．ペースト，コンベックスインサート，

すがプロテクテイブフイルムを塗り

ベルト，その他

ながら刺すと容易に剥がれます．）

これは，必需品ではないがストーマの状

剥がしたフランジは裏を見て，皮膚保

態によっては必要な人もいるので適宜用意

護材の溶け具合を必ず確認します．適

する．

正な交換時期の目安はフランジの中

（2）手

順

央の穴から1cm位溶けている頃で

まず，使うものをすべて準備します．

す．裏を確認したフランジはパウチと

フランジを外してしまってから，道具を

ともにビニール袋の中に入れて臭い

とりに走るのは周囲を汚して，やる気を

がしないようにしまいます．

なくします．

4．フランジを剥した後，ストーマ周囲を

1．フランジのカットをします．もし，ス
トーマの大きさが変化している時期

石鹸で洗浄します．石鹸できれいにし

なら古いフランジを外してからカッ

をぬぐい去ります．石鹸以外にストー

トします．中央の穴をカットしたら，
カットした穴の周囲から2mm間隔

マ周囲用の洗浄剤（ユニウォッシュな

たら，滞れたガーゼできれいに石鹸分

くらいで放射状に長さ1〜2mm位

ど）が市販されていますが，これでな
ければダメというものではありませ

の切れ込みをいれておきます（写真

ん．要はていねいにやさしくきれいに

15−4）．

洗うこと．ただし，便のついたガーゼ

フランジの裏紙をすこし剥がして横

などはすぐビニール袋の中にいれ，指
や周囲を汚さないことです．

一文字に切れ目をいれます．中央の
カットした穴から裏紙がすこしずれ

5．ストーマ周囲を乾燥させます．ドライ

るように裏紙を貼りなおしておきま

ヤーを使う必要はありません．水分を

す
．

充分ぬぐっておけばすぐ乾きます．

2．ビニール風呂敷またはデイスポシー

6．用意しておいたフランジをストーマ

ツをストーマの下，パンツの上縁にか

に合わせてみます．この時にはまだ裏

けて，交換の時に下着などが汚れない

紙は取り除きません．ストーマが引っ

ようにします．

かからないことを確認したら，位置を
合わせます．

3．フランジを剥がします．このとき，パウ
チを先にはずす人がいますがフラン

7．フランジの裏紙の下半分を剥して皮

ジにつけたままにしておいた方が便

膚に接着します．ストーマの下縁に便

で汚れません．一方から一気に剥がさず

がつきやすいので，ここを確実に貼り

に，まずフランジ周囲にテープを使っ

ます．

ていたらテープを全周にわたって剥

8．フランジの裏紙の上半分を剥します．

フランジを全周にわたって皮膚に接
着します．特にストーマのすぐまわり

がストーマ外来です．しかし，ストーマ外来
でなければストーマをみられないと言うこと

の皮膚保護材は指で押えつけて皮膚

はありませんので，必要なら外来の終り頃の

に充分圧迫して接着します．この時，
指に便をつけないように注意します．

時間に来てもらって，診察するということも
必要です．ストーマを診察するときに限らず，

皮膚保護材は温まることによって初

外出には必ず替りのフランジを持って歩くよ

期の接着強度が高まりますので，押え

うに指導します．

て体温で温めるようにします．
9．ストーマの周国の皮膚保護材を確認

退院してから注意することは，ストーマの
大きさ，形，高さ，周囲の皮膚の状態，フラ

して，もしストーマにかかって傷つけ

ンジのカットの仕方，出血の有無，洗腸の回

そうであったら，フランジ表面のフイ

数，洗腸液の量，時間，肥満の程度，性機能，

ルムをまく り上げておきます．このと

排尿機能の障害の有無，直腸切除後症候の有

き，放射状のカットが有効です．

無，社会保障制度の活用，精神的な悩みの相

10．パウチをつけます．このとき各メー

談などです．

カーによって装着部分が違いますが，

ストーマの形，大きさ，高さの変化は少し

要は確実につけることです．つけた

ずつ起こってきますので写真にとって記録す

ら，パウチを下にグイッと引いてみて

ることが重要です．大腸疾患の術後の患者さ

パウチが確実についていることを確

んは肥満することが多く，脂肪がつくにつれ

認してください．

てストーマが相対的に落ちくぼんで行くので

11．ドレーナブルパウチの場合は，下のド
レーン孔を3〜4段にたたんで，幅1
cm位に屏風たたみしてダブルク
リップ（バインダークリップともい
う）で止めておきます．
12．ガーゼの一部に穴をあけて，パウチカ
バーの代用にします．特に夏は汗をか
いて真菌などがつきやすいので注意
します．

肥満は避けるように指導します．出血がなく
なって，安心すると食欲が出てくるためと考
えています．
洗腸は1〜2日に1回，1回の洗腸の液量
は500〜1，000ml，注入速度は1分間に100ml
です．1日に1回洗腸しても翌日までに便が
出るようであれば，適応ではありません．
排尿機能の障害の有無は，排尿困難のみで
はなく残尿の量，尿失禁の有無まで確認しま

細かいことまで書きましたので面

す．排尿の障害は比較的聞きやすいのですが，

倒くさそうに見えますが，やってみれ

性機能の障害は患者さんからは話しずらいよ

ば難しいところはありません．患者さ

うです．コツはあらかじめ性機能障害につい

んはいつもやっていると慣れるので，

て可能性を予告しておくことです．すると，

用意する時間を入れても10分位でで

患者さんの方でも聞くのに抵抗が少なくなり

きるようになります．

ます．また，聴く方はけっして恥ずかしがら
ないことです．医療の対象としての性機能障

4．退院してからのストーマケア
退院してからのストーマケアは外来で指導
することとなります．しかし，一般の病院で
はストーマ患者に充分な時間をかけてフラン

害なのですから話したり，聴いたりすること
にてれてはいけません．
排尿障害，性機能障害については泌尿器科
を紹介します．

ジの脱着，パウチの処理をみることができま

社会保障制度については別項で書きます．

せん．また，フランジの交換時の臭気の問題

精神的な悩みに対してはカウンセリングが

もあります．そのためにストーマの患者さん

主になります．外科医はあまり得意でないの

だけをみる特殊外来があると便利です．これ

で大変です．再発への恐怖，職場での地位の

変化，夫婦間の不和，親子関係の軋轢．引越

ず皮膚保護材の溶け具合を確認します．溶け

しのこと，入学のこと，就職のこと．とても，

すぎなら1日早く交換します．けっして洩れ

解決できないことまで出てきますので，いっ

てから交換するということがないようにしま

ぺんに解決しようとしません．本人の決断が

す
．

必要なときもあります．「気長にじっくり」で
す
．

術後1週間以上たって，セルフケアもでき
るし，抜糸も済んだしストーマと皮膚の癒合
も良好となったら，長期間使用できるタイプ

5．食事の注意

を試します．商品名デュラへ−シブです．こ

基本的には好きなものを食べさせていいの

れは水分を吸収して柔らかく盛り上りストー

ですが，術後の早い時期からラーメンなどの

マの周囲にタートルネックのように土手をつ

食事をとると人によっては下痢したようにな
ります．このためにストーマケアの安定しな

くる皮膚保護材です．バリケアが3−4日使
える人ならデュラへ−シブなら7日くらい使

いうちにフランジからの漏れなどを経験する

えます．単価は高いのですが長く使えるだけ，

ことにつながりますので術後早期は消化の悪

結局コストは安くなります．注意すがきなの

いものは避けます．

は長く使わせすぎないことです．
時に白い結晶がストーマに付くことがありま

3)

尿路系ストーマの扱いかた

1．尿路系のストーマケア
尿路系ストーマからの排出物は尿ですか

す
．
尿路系ストーマの場合，狭窄は尿の欝滞か
ら感染，腎機能の低下をひきおこします．ス
トーマが徐々に小さくなって行くときには，

ら，小さな隙間からでも流れて行きます．こ

小さくなって良かったと喜んでいないで，尿

のために皮膚保護材がストーマの周囲を完全

の欝滞が起こっていないかをチェックしなけ
ればなりません．

に密封する必要があります．カラヤゴムでは
すぐに溶けてしまいますので合成ゴム系を用

（1）準備するもの

います．術直後は結腸ストーマに対すると同

かつて，尿路系のストーマではガーゼを

様にフランジを貼ります．尿路系のストーマ

丸く巻いて棒状のロールガーゼにして尿を

の場合，尿の排出を促す意味でたいていステ

吸わせながらフランジを貼るように指導さ

ントが入っています（写真2−1，8）．この

れていました．この方法ではフランジを貼

ステントチューブの国定は次のようにしま

ろうとしたときにガーゼをストーマから離

す
．

さなければならず，その時に尿が出て周囲

1．チューブを4−0のナイロン糸で縛
る
．
2．ナイロン糸の端をフランジの外側に
たらす．
3．ナイロン糸をフランジとパウチの間
に挟み込んで固定する．
ナイロン4−0でしたら，この糸のために
尿がもれることはありません．
回腸導管でも尿管皮膚嬢でもストーマと皮

を濡らしてフランジの接着を障害する可能
性がありました．特に尿管皮膚壕は高さが
とれないことが多く苦労します．そこで工
夫しました．つぎに示す方法は尿管皮膚壊
または小さな回腸導管に利用できます．
用意するもの
1∴ フランジ，ノヾウチ，バリケアパウ
ダー

膚保護材の間に隙間ができたときはバリケア

2．ティッシュペーパーの空き箱
（または同じくらいの厚さの紙）

パウダーをまくかペーストを詰めて埋めてお

3．キャッチャーユー（ノアケミカルプ

きます．
術後2−3日で交換しますが，そのとき必

ロダクツ）またはアクアキーパー
（日科ミクロン）両者ともに吸水性

の紙です．無ければガーゼの小片
4．はさみ，テープ，石鹸，ガーゼ
フランジにストーマにあう穴を
カットしておきます．

（2）手

順

トーマ周囲が乾くのを待ちます．
5．ペーパーコーンを替えます．
6．フランジの裏紙を剥がしておきま
す
．
7．ペーパーコーンの先端をフランジ

し．適当に紙を円錐形に切って，丸めて

の穴にいれてフランジを皮膚に貼

大きなほうがストーマにかぶさる

ります（図13−5，写真23−1）．

くらいにします．（図13−1，2）
2．その中にキャッチャーユー（または
アクアキーパー）を適当に切ってい

8．ペーパーコーンを静かに引き抜き
ます．

れます．これを2本用意します．こ

このようにすると，ストーマがペーパー

れを仮にぺ−パーコーンとよびま

コーンにガイドされ尿の洩れることなくフ

す（図13−3）．

ランジの中に納まります．

3．古いフランジをていねいに剥がし、

コツはペーパーコーンを確実にストーマ

ストーマにペーパーコーンをかぶ

にあわせることです．ゆっくりやれば上手

せます．

にできます．これは楽ですよ．試してみて

ストーマから出る尿はキャッ

ください．アクアキーパーは1袋で30年分

チャーユーに吸収されるので同国

くらいになりますが，1袋9,000円と高価

に出てきません（図13−4′）．

なのでガーゼを切って使ってもできます．

4．ストーマの周囲を清拭します．ス

2．食事の注意
尿路系のストーマ管理の注意点は水分を多
くとることです．尿路変更にともない尿路感
染の可能性は高まっていますから，常に尿の

しますが，ストーマとフランジの間が広すぎ
ないように注意します．パウダー，ペースト
が有効です．
イレオストミーを作った術後しばらく下痢

流れが絶えないように水分の摂取を増やして

することがあります。そのようなときには，

尿量の増加を図ります．尿の処理が面倒だか

パウチの中に吸水性の紙（キャッチャーユー

らと水分の摂取を減らしがちになる患者さん

またはアクアキーパー）を入れると下痢便を

もいますが，尿量が少ないと結石のできる可

パウチの中で固めて皮膚保護材の下にもぐり

能性も高まりますので外来でチェックしま

込むのを防ぎます．候の処理もやりやすくな

す．尿量が少なくなるとパウチの中の尿に沈

ります．

殿や濁りが増えます．
尿路変更の患者さんの多くは尿のpHがア
ルカリに傾き，尿臭が強くなったり，ストー

2．食事の注意

マ周囲の皮膚炎や尿路感染をおこしやすくな

候は未消化の状態で出てきます．ま走，ストー

りますので欧米ではクランベリージュースを

マの内径自体も結腸ストーマより小さいので

飲ませて尿の酸性化を図っています．国内で
市販されているのは20％で糖分が含まれて

線経の多い未消化物は詰まることがあるの

いますのでカロリーの取りすぎとなり好まし

消化されないものは避けたほうが良いと言わ

くありません．100％では渋く苦く酸っぱいの

れています．

で飲みにく く，現冶三70％のジュースが試され
ています．

回腸ストーマでは結腸ストーマに比較して

で，一般的には，キノコ類，シラタキなどの

長期的には尿路系の結石が多いと報告され
ていますので，尿のpHを調べて酸性になる
ようでしたら重曹を処方して耳かき1杯くら

［召 回腸ストーマの扱いかた
回腸ストーマでもパウチからの排便法は結
腸ストーマと同じです．
1．回腸ストーマのストーマケア
結腸ストーマと回腸ストーマの扱いかたが
違う大きな理由は排泄物の内容の違いです．
結腸ストーマから出てくるのは水分が吸収さ

いの量を頻回に飲んで尿をアルカリ性にした
ほうがよいのですが（尿路系ストーマと逆），
実際にはなかなかできません．水分を多めに
とって，尿量が減らないように注意します．

［司 難しいストーマの扱いかた
扱いの難しいストーマは，陥没しているも
の，不整形のもの，シワや骨の出っ張りが近

れた内容で便に近い状態ですが，回腸ストー

くにあるものです．まず，基本的に装具が使

マから出てくるのは消化液を含んだ液体で

えるかを試します．シワや骨の出っ張りに近

す．尿路ストーマと同様にどこにでも流れて

すぎてツーピースの使えないものはワンピー

行き皮膚を消化して潰瘍を作ります．ですか

スを試します（写真19）．従来型のS状結腸

ら，ストーマに対して要求される条件は尿路
系ストーマと同じです．

ルーラ0コロストミーのように頸よりも頭が大

皮膚保護材としてはカラヤゴムは水溶性な

が納まらないようなストーマ（写真14）にも

きくてツーピースのフランジの中にストーマ

ので適当ではありません．合成ゴム系が適し
ます．抜糸もすんでフランジの扱いにもなれ

ワンピースがよいでしょう．

て便の水分が多めなら尿路系ストーマと同様

ランジのカットを行います．フランジのカッ

にデュラへ−シブが使えます．
フランジの貼り方は結腸ストーマと同様に

不整形のストーマにはその形に合わせたフ
トで不十分なところは皮膚保護材を切ってモ
ザイク状に貼ります．

皮膚保護材つきのパウチが無いくらい大き

ンジの小片の表の膜をはいで指先で撲んで牙占

なストーマは作りなおしを考えなければなり
ません．

土のようにして形をつけて皮膚に押し付けま

陥没型ストーマ（写真17）にはストーマ周

もし，次に述べるコンベックスインサート

囲の皮膚を押し付けて相対的にストーマを突

を併用するのならフランジの中に貼ってコン

き出させるようにします．
ストーマの周囲の皮膚を圧迫する方法は大

す．この方法はなかなか効果的です．

ベックスインサートで押えつけてフランジの

一部だけを突き出させることも可能です．

きく分けて3つです．1つは皮膚保護材の小

周囲の皮膚や皮膚保護材の段差はペースト

片を使う方法，1つはコンペックスインサー

で埋めます．ペーストはみみたぶくらいの硬

トを使う方法，もう1つはベルトを使う方法

さに固まるまで待ってから貼ります．ペース

です．それぞれを組み合せて使うことも可能
です．

トは乾かないうちに貼ると長持ちしません．

ペーストの表面を平らにならすときのコツは
指に水をつけてチョンチョンと押すようにな

1．皮膚保護材の小片を使う方法

らすことです．この上からフランジを貼ると

ストアマの片側だけがおちている，尾側が
低くて洩れやすい，ストーマの外側にシワが

皮膚保護材の重なった部分が皮膚を押し付け

あって洩れるというような時に使えます．ス

フランジの中に入ってきます

て相対的にストーマを押し出してストーマが

トーマ周囲の一部を圧迫する方法です（写真
12−2）．

ストーマの辺縁に合わせて皮膚保護材を三
角の小片にします．大きさはそのストーマに

2．コンベックスインサートを使う方法
ストーマ周囲を全体的に圧迫してストーマ
・全体を高くする方法です．

合わせて適当に決めます．この三角の小片を

コンべックスインサートとはプラスチック

突き出させたい部分の皮膚に貼ります．旦
トーマが低ければ2枚，3枚と貼り重ねて

のドーナツ型のリングでフランジの中に入れ

いってかまいません．コツははじめの三角は

ジの中央を押し出すようになります．これに

小さく上になるにしたがって大きくすること

よってストーマ周囲の皮膚を全体的に押し付

です．上になるにつれて少しずつ外側にずら

け相対的にストーマをフランジの中に押し出

すのも効果的です（図14）．

すようになります（図15）．1枚で足りなけれ

三角の小片で埋めるのも難しければ，フラ

て使います．フランジの中に入れるとフラン

ば2枚入れて使うこともできます（写真15−

4）．ストーマ周囲全体を押し付けますので，

シワならツーピースのフランジを使うだけで

ストーマが全体的に落ち込んでいるときに使

カバーできます．上述の3法を併用すればス

うと有効です．東京衛材社はコンペックスプ
レートとよんでいます

トーマにかなりの高さを加えることが可能で
す．また，不思議なことに，このようにして
ストーマに高さを加えているとストーマが突

3．ベルトを使う方法

出してきて扱いやすくなることがあります．

ストーマの周囲を圧迫してストーマに高さ

しかし，どうしても皮膚が保護できないとい

を与えるとともに皮膚保護材の密着国定を図

うことになれば，可能なら洗腸を指導します

る方法です．

（写真17，22）．ただし，このようなストーマ

ベルトはパウチにつけます．ワンピースパ

は洗腸ができなくなったときが大変です．下

ウチではフェースプレートという枠をつけて

痢しないように注意させなければなりませ

から皮膚保護材を押えつけるようにして使い

ん．末期や老齢になったときの扱いかたに悩

ます．ベルトでフランジを押えつけると相対

みます．

的にストーマが押し出されてきます．ストー

上行結腸，盲腸，回腸のストーマでは洗腸

マの周囲に皮下脂肪がついてフランジがス

はできませんから造りなおしの対象になりま

トーマの周囲で浮き上がるときに有効です．

す
．

欠点はいつも腹が締められることと，ベルト
が胴の細い方にずれていきやすいこと，ベル
トのあたる皮膚が機械的刺激や発汗などの影
響で炎症をおこしやすいことです．ベルトに
ガーゼを巻き付けたりしてカバーします．
4．これで駄目なら
以上の方法を単独でまたは併用してとにか
く皮膚保護材をストーマ周囲の皮膚に密着さ
せて皮膚を保護することを考えます．多少の

［司 合併症
1．ストーマ周囲皮膚炎
（1）便による接触性皮膚炎
ストーマ周囲の皮膚については，まず候
の付着による皮膚炎の有無の確認が必要で
す．ストーマの尾側が患者本人から盲点と
なるのでここに皮膚保護材があたらず炎症
を起こしていることがあります．フランジ

のカットの具合とともに確認します．便に

2．血流障害

よる皮膚炎はストーマのすぐそばがもっと

ストーマの早期の合併症として血流障害が

もひどく，周囲に広がっていきます（写真

あります．造ったときは色は良かったのに1
日か2日してストーマの色が黒っぼくなって

13−1，16）．

治療はまず便の接触を避けることです．

きます．ストーマを翻転するときに筋層にか

ストーマ周囲にビランがあるからといって

けすぎたりして血流が傷害されて起こりま

フランジを貼らないでガーゼのみで処理し

す．ストーマの粘膜に針を刺して出血するか

ようとすると，候が皮膚につくのでなおり

どうかを見てみます．出血すれば静脈還流の

ません．多少のビランなら皮膚保護材を

障害です．また，ストーマの中に試験官を入

貼って便の付着を防止するだけで1週間く

れてライトで見てみます．ストーマの中の色

らいでなおります．ビランがひどければ

が悪くなければ飜転した部分の血流障害です

デュオアクティブを貼ってからフランジを

（写真6−1）．いずれにせよ，粘膜と皮膚の

貼ります．一時的に洗腸をさせるのも効果
があります．

癒合は遅れます．ストーマの高さも低くなり

（2）アレルギー

ますし，ストーマ周囲の粘膜が壊死するため
漿膜炎から線維化を起こしストーマの口径も

フランジの接着剤によるアレルギーでは

小さくなります（こういう時でも高さが2cm

フランジを貼った部分全体が同じように炎
症を起こします．パッチテストが陰性でも

位あると装具でカバーできる）．血流障害が疑
われるときはストーマを傷つけないことと頻

永年使っているうちに感作されておこすこ

回に観察して，もしストーマが腹月空に落ち込

とがあります．疑わしいときはまず別の種
類のフランジに代えて，皮膚が良くなって

むようであれば造りなおしです．これを避け
るためにも粘膜や表皮には大きくかけないこ

から再度使ってみます（写真9）．

とです．

（3）毛 嚢 炎
毛嚢炎は毛嚢に機械的刺激が繰り返した

3．出

血

り老廃物がたまっておきます．まず，予防

早期の障害で出血もあります．術中，止血

のためにストーマ周囲の毛を刈っておきま
す．カミソリを使うと小さな傷で皮膚をい

していたのに回復室に入ってからパウチの中
に血がたまってくることがあります．出血し

ためますのではさみでこまめに切るように

ている部分を見つけて局所麻酔で縫合しま

します、2〜3mmくらいにすればよいよ
うです．老廃物がたまるのをさける意味で

す．フランジを貼るときに皮膚を押し付けす

夏期にはフランジの交換頻度を頻回にしま

ありました．

す．毛嚢炎になったら抗生剤の内服，フラ

ぎて皮膚と粘膜の縫合部から出血したことも
退院後のストーマからの出血はフランジに

ンジの交換を1日早くする，皮膚保護材の

より傷つけられ起こることが多いので，ガー

変更などで対処します．

ゼで圧迫しているだけでも止まります．しか

（4）剥離反応
剥離反応は皮膚保護材を利敵するときの
外力によりおこる物理的な反応で，皮膚保

し，ときに別の原因のことがあります．候の
中に血があれば残存腸管の癌もあるので大腸
ファイバー検査が必要です．

護材の接着していた部分が発赤します（写
真2−2）．ビラン，潰瘍はつくりません．

4．．浮 腫

30分くらいで発赤はなくなります．フラン

腹直筋の中を通して小さな高いストーマを

ジを刺すときはていねいに刺します．とく

つくると浮腫は必ずおきますので驚きません

に治療は必要ありません．

（写真5−2）．つくったときから絞扼するよ
うな皮膚切開でなければ，傷つけないように

注意していれば必ずひきます．

てマンソン社が販売しているストーマ用の腹
帯がありますので，これを流用します．それ
で駄目なら手術的に修復します．ストーマの

5．ストーマ周囲痩孔
ストーマ周囲の療孔はストーマ周囲の膿瘍
から生じたり，癌性腹膜炎の患者さんにス

造りなおしになります．ストーマ周囲全体が
ヘルニアになるとこともあります（写真12，
18）．

トーマを造ったときに腹水が出てきて生じた
りします．腹水のある患者さんにストーマを
造るときはドレーンを入れて腹水を別に誘導

7．腸管の脱出
ループ式のストーマの肛門側に起こること

したほうが良いようです．

が多いようです（図16，写真23）．こうなり

ストーマ周囲に瘻孔が生じたら，瘻孔から
ストーマより低くてフランジにかからない位

ますと，候は突き出した肛門側の腸管と皮膚
の間から汁はすので，フランジの下にもぐり

置に局所麻酔下にドレーンを挿入します．そ

込みやすく扱いは難しくなります．ツーピー

して，ストーマ周囲の瘻孔はペーストやパウ

スを使うと脱出した腸管がフランジで傷つき

ダーで埋めてフランジを貼ります（写真11）．

やすく，ワンピースでは皮膚と保護剤の密着

便が瘻孔に入らないようにします．瘻孔の排

性が得られ難くなります．造りなおしになり
ます．

出物と便を同じパウチ内に誘導して治癒させ
ようとしても瘻孔は治癒しません．

8．粘膜移植
6．傍ストーマヘルニア
軽症の場合にはベルトを用いて押えつけま

ンのようなものがあることがあります．フラ

す．ベルトで駄目ならリライヤベルトと言っ

ンジの剥がれる原因になります．針の穴に

ストーマ周囲にいつまでもなおらないビラ

沿っていれば粘膜移植の可能性が大です．ス

す．嵌頓するとストーマは循環不全から色が

トーマを造るときに粘膜からかけると粘膜の

赤黒くなります．そして，ストーマ自体の痛

細胞が皮膚に移植されて生じます．また，糸

みを訴えます．ストーマの粘膜には知覚があ

を抜糸しないで長い間おいておくと糸を伝

りませんが，漿膜の伸展により痛みを感じる

わって粘膜が移植され瘻孔になるとも言われ

ようです．嵌頓と思われたら，静かにストー

ます．針は皮膚からかけること，糸は可及的
に早く抜糸することです．

マ全体を右手の指で被い左手の第1指と第2
指でストーマの基部をやさしく摘むように支

もし，粘膜移植と思われたら硝酸銀棒で焼

え，ストーマをゆっくり左手の指の間から皮

きます．もちろん，焼いて白くなったら生理

膚の下へ押し込むようにします（図18）．無理

食塩水をかけて硝酸銀を還元するのを忘れな

はしません．右手の掌でなでさするようにす

いように．また，皮膚は焼かないように注意

ると戻ることもあります．とにかく，巌頓し

してください．

たストーマを腹腔内に戻してやります．戻っ
たら，その日は安静にしてもらいます．翌日

9．巌

頓

ストーマ自体は腸管ですから蠕動運動があ
ります．患者さんがときどき「動いていてス
トーマの大きさが変わる．」と言います．これ

には腫張も減りますから，普通に行動させま
す
．
用手的に戻らなければ手術が必要になりま
す
．

が「腫れて痛い．」と言われると嵌頓の可能性
があります（図17，写真10−3）．まず，患
者さんを背臥位にしてストーマを観察しま

10．会陰部異常知覚
悩まされるのは，「直腸の幽霊（Phantom

会陰創の疼痛もいやな合併症です．ときに

of the rectum）」です．これは「肛門はなく
なったはずなのに，どうしてもウンコがした

皮下脂肪を縫合した縫合糸膿瘍の為のことが

い感じがする．もちろん，トイレに行っても

あります．これは縫合糸膿瘍が触知できれば

出ないのだが，おしりが割けてしまいそうだ．

切除することで良くなります．しかし，疼痛

なんとかしてください．」と言ってきます．感

が徐々に増強してきたり，背部，下肢の知覚

じの強弱はありますが，多くの患者さんが感

障害が生じてくると骨盤内局所再発の可能性
が高まります．

じます．直腸を切断しなくても膀胱全摘のみ
の患者さんでも「1日中，便をしたくてたま

腫瘍マーカー，CT，MRI，シンチグラ

らない．」と訴える人がいます．術後の年月が

フィーなどでチェックしますがなかなか分か

すぎると感じはすこしは減ってきますが，全

りません．

くなくなるとは保証できません．直腸にいく
知覚神経の切断や循環障害の影響とされてい
ますが，直腸癌の術後合併症についての本に

11．直腸空置症候群
直腸を空置してストーマを造った場合に，

も詳しくは書かれていません．しかし，確実

直腸内に分泌液がたまり化膿，出血 を起こし

に存在します（いよいよ幽霊らしいでしょ
う）．一般的に局所の温湿布や温泉療法が良い

肛門から粘液，血液，膿が出てくることがあ
ります．

と言われています．ビタミンB製剤や消炎剤

しぶり腹，頻便，残便感，悪臭などが生じ

が効果を示すことがありますが特効薬はあり

ます．局所再発や癌の再燃と鑑別が必要です．

ません．

（19ページからの続き）

第1日目
荷物をまとめてシェラトン

バッと抱いてホ、！ペにチュッ
という挨拶をしていた．相手
はケラケラと笑ってよろこん

ホテルへ．WCETは朝8：30

でいる．「ほ−，これがカナダ

から開始．プログラムを見る

はたまらん．明日からホテル

での挨拶か．」匡l際化のために
ぜひとも収得しなければなる

と今日は講演ばかりだった．
ストーマケアとして手術の前

布」と言った．整備係りが来
て探したが，カーテンは無い
部屋を替えてもらったら今度
はコップと石鹸がない．これ
を替えよう．開くと，このホ

まい．

から全人的なケアが必要なこ

テルは寄宿舎で半分をホテル
として営業しているという．

Receptionの後，このホテ
ルに移ろうと思いフロントへ

WOrkerの協力が必要なこと

なにはともあれ，大急ぎで

言ったら，リザーベーション
オフィスに電話してくれと言

などが講義されていた．

う．「電話は苦手なのだ．」と

本を売っていた．ミーハーを
して記念にと思い1冊買って

着替えてからOpening
receptionへとシェラトンホ
テルにいった．ここであちこ
ちから来た人達に会って名刺
交換．と思ったが横文字の名

言って，何とかしてもらった．
チップを忘れた．

と，Dr．，E．T．，Nurse，SOCial

会場でサイン会をしなから

サインをもらった．「ホ一，日
本にくる予定ですか．東京．

刺がない．「作ったら後ほど送

寄宿舎ホテルに戻り，「明
日，ホテルを移る」と言った

ります．」と言って謝った．こ
こは初めてなので緊張してま

ら，呆れた顔をしていた．そ
りゃ，そうだろうな．延長し

の時はお会いできませんね，
残念です．」なんて調子の良い

した．
この時，某社の副社長とい

たり，部屋を替えたりしてお

ことを言ってしまった．後で，
尾を引くことになるとは思い

うおじさんを紹介された．こ
の副社長が女性と挨拶すると
握手した手をグッと引いてガ

きながら，翌日には出て行く
んだから．
だが，ここまでで分かった．
英語は何とかなる．安心！？．

いやー，北海道は違いからそ

もしなかった．
昼食はみんなで会食．8人
（46ページへ続く）

皮膚保護材の発達がストーマケアを変えま

また，水溶性ですので尿路系ストーマや回

した．おわん型の装具からベタ貼りのラパッ

腸ストーマでは溶けてしまうので使用できま

クになりずいぶん進歩しましたが，ラパック

せん．

には接着剤により高頻度に皮膚炎を起こすと

結腸ストーマで術直後から1週間くらいの

いう欠点がありました．せっかくパウチで便

時期にストーマの状態を毎日確認したいとき

を管理できる可能性があっても皮膚保護がで

や，合成ゴム系ではアレルギーが起こるとき

きずに断念した患者さんも多かったと思いま

に使います．

す．ラパックのみを貼って皮膚炎を起こさな

製品としては東京衛材のカラヤシート，カ

い人は極めてまれです．洗腸に移らざるをえ

ラヤリングとボスパックK，ホリスターのス

なかった人も多かったでしょう．皮膚保護材

トマドレーン（KL，KS），シムケアのシン
フォニーがあります．

が使用されるようになってから，ほとんどの
人がパウチングできるようになりました．こ
れが皮膚保護材による進歩です．

のみなのでべた貼りのパウチと一緒に使うこ

現在使用されている皮膚保護材はカラヤガ

ととなります．ボスパックKはワンピースタ

ムと合成ゴムに大別されます．いずれも使用

イプの装具でカラヤガムはシートやリングよ

に際してはパッチテストを行ってください．
カラヤガムでも合成ゴム系でもアレルギー性

り薄くなっていますが，粘着性はシート，リ
ングより上です．術直後など候の少ないとき

皮膚炎を起こす可能性があります．

はこれで充分です．

カラヤシート，カラヤリングは皮膚保護材

ストーマドレーンはカラヤガムの皮膚保護

1)カラヤガム
はじ吟ヱ使用された皮膚保護材で，皮膚保
護材と言えばカラヤガムという時がありまし
たが，現在では合成ゴム系にその座を譲りま
した．酸っぱいような特有の臭いを有する水
溶性の天然ガムです．天然の製品ですので採
取の時期により品質の中の不純物の組成が変
わるためか出荷時期により色合いが変わりま
す．使用に際しては色の違いは関係ありませ
ん
．
基本的には接着能がなく，粘着しているの
みなので剥離に際し皮膚を傷害しません．ま
た，皮膚のpHに近く，化学的障害も少ないと
報告されています．接着能がないため長期使
用が不可能で毎日交換しなければなりませ
ん
．

材があらかじめ一定の大きさに穴をあけられ
ているプレカットタイプなので，ストーマが
円形の人で，フランジをうまく切れない人に
適しています．
シムケアのシンフォニーは最近出た製品で
使い捨てで，水に触れるとパウチの表面が溶
けてトイレにそのまま流せるのが特徴です．
そのかわり，パウチカバーを必ず使わなけれ
ばなりませんので，術直後には不向きです．
普段，洗腸している人が外出に使うのに通し
ていますが高価です．

2) 合成ゴム系
現在の皮膚保護材の世界的な主流です．
1982年頃から日本でも販売されています．C
MCゴムと言われる種類のゴムが主体となっ

ています．ゴムの粒子の間に水の分子を保持

マにはむきませんが，回腸ストーマ，尿路系

する．ハイドロコロイドと呼ばれる状態に

ストーマには適しています．注意することは

なっています．pHが皮膚よりアルカリ性で

なるべくストーマにぴったりのサイズでカッ

あるとか，長期間の装用で表皮の肌理がくず

トすることです．小さすぎればストーマを傷

れると発表されていますが，尿路系ストーマ，
回腸ストーマにはカラヤガムは使えませんか

つけますし，大きければタートルネッキング

ら，選択の余地はありません．尿路系ストー

へ−シブは装用期間が長くて，患者さんに

マ，回腸ストーマで使えるなら結腸ストーマ

とっては便利なので早い時期にデュラへ−シ

つでも使えます．将来もっと良い皮膚保護材が

ブを用いるとトラブルがあっても一般のCM

が不十分で皮膚を保護できません．デュラ

出るまでは使われるでしょう．カラヤの様に

C系を便いたがりません．このため，普通の

は溶けませんので，4日くらいの装用が可能

合成ゴムの皮膚保護材に慣れてからの使用を

です．便の性状によっては4日以上の装用が

勧めます．デュラへ⊥シブはバリケアとパウ

可能ですが，基本的には4日くらいで交換を
勧めます．

チが同じです．なお，同じスクイブ社がデュ

製品としてはブリストル・マイヤーズ・ス

ますが，デュラへ−シブとタは全くの別物なの

クイブ社（1990年にスクイブ社がブリスト

で間違わないでください（スクイブ社のネー
ミングが悪い）．

ル・マイヤーズ社と合併した）コンバティッ

オアクティブという創傷被覆剤融臨してい

ク事業部のバリケア，マンソン社が扱ってい
るフランスのバイオトロール社のトレビアン
ー2，東邦薬品が扱っているホリスター社の
ツーピースドレーン，コロブラスト社のキュ
ラガードなどがあります．

3） 混 合 系
剥離しやすいというカラヤガムの長所と長
持ちするという合成系の長所をともに持つよ

ストーマの形が良ければどの製品でも使え

うにと考えてつくられましたが，使われる材

ます．しかし，陥没型や片落ちしているストー

料が多ければ皮膚の反応性の炎症も多くなる

マに対して合成ゴム製品でコンベックスを使

という短所とカラヤガムの長持ちしないとい

おうとするとポリスターのワンピースかバリ
ケアになります．

う短所も一緒に持ってしまいました．合成系
よりは溶けやすいので合成系で4日間の装用

以上の製品はだいたい4日から1週間の装

なら混合系では3日間というところです．カ

用期間ですが，スクイブ社のデュラへ−シブ

ラヤガムや合成系ゴムに比較して長期の使用

は7日から10日くらい使えます．これは水分

で皮膚の構造が良く保たれたと報告されてい

を含むと膨潤してストーマの周囲を襟巻の様

ますが，臨床で実感できるほどではありませ

に囲み（タートルネッキングという）．皮膚を

ん．現在，製品としてあるのは東京衛材のバ
イオマックスのみです。

保護するものです．水分の少ない結腸ストー
「最近の話」

プロケアを使ってみました。軽くて装用感が良いようです。ダブルタッパーをたまにはめそこなう人がいますが，バイ
オマックスのOリングよりはめやすくなっています・皮膚保護剤も軟らかくなっています．ただし，そのためにストーマ
周囲に一部凸凹があったり，低いストーマでは便が皮膚保護剤の下にもぐり込んでしまいます。コンペックスが使えない
のも難点です。と思っていましたら，「な，なんと」コンベックス付きのプロケアが発売されました。フランジにコンベッ
クスが付いています。「ケアのしやすいストーマにはコンベックス無しを，補正や修正の必要なストーマにはコンべックス
付きを。」との考えのようです。コンベックスタイプのフランジになっていますのでコンベックスインサートを入れるタイ
プより薄くできます。かさばらないことを主眼にした製品と見ました。ところがコンベックス付きのプロケアはプレカッ
トなので不整形の場合は保護剤の追加などが必要になります。そういうものにはコンベックスインサートを後から入れる
タイプの方が使いやすいと言えます。
結論としては良いスト−マには普通のプロケア，だいたい円形に近いが補正が必要なストーマにはコンベックス付きの
プロケアということになります．
（影の声）：「良いストーマならどんな装具でも使えます．」）
（おまけ） 1992年、東京衛材は最近の流行のCI（簡単に言うならイメージチェンジ）にのって，「アルケア」と社名変更
しました。アルケアのプロケア・ブリストルマイヤーズスクイプのバリケア，コロブラストのスイスロールなどと早口言
葉の様相を呈してきたストマケア業界ですが，ホリスターは「おこのみカットしなやかドレイン」などと新しい命名法
を採用してきました−そのうち，「金亀印」とか「ずぬけ大一番」なんていうパウチが出るかもしれません．

ここでは装具の具体的な話になります．個
人的な経験が入っていますので，参考程度に
読んでください．

「一品式」と「二品式」となります．つまり，
接着型装具がフランジとパウチの2つに分
離できるのがツーピース，一緒のものがワ
ンピースです．ツーピースはフランジとパ

1） どんな装具があるのか

ウチの結合のためにガスケットと呼ばれる
リング状の部品が付きます．これがあると

ストーマをみて扱いかたを考えるにはまず

ストーマの陥没や変形に対して処置しやす

どんな装具があるかを知らなければなりませ

くなります．つまり，コンベックスインサー

ん
．

トが使えたり，ベルトで固定したときにス
ストーマ関係の製品は外国製品が多く名前

が覚えづらいので確実に覚えるようにしま

トーマの周囲を押えつけるような力を生じ
させたりします．

しょう．たとえば，「マンソンのやつ」，「フラ

ワンピースの多くは接着面をでっばらす

ンス製のやつ」，「バイオトロールを」，「トレ

ことができません（一部例外あり）．フェイ

ビアンさ．」というのが全部同じ製品を指して

スプレートを用いて，ストーマ周囲を圧迫

います．「トレビアンが欲しい．」と言われた

することができますが，ツーピースより劣

ときに「今，バイオトロールしか無いの．」と

ります．そのために周囲の平坦な突出型の

いうことにならないようにしましょう．

ストーマが適しています．もう一つ，ツー

トーマをつくる前に考えてストーマをつくる

ピースと異なるのはガスの処理です．ツー
ピースではガスはフランジとパウチガス

ことが重要です．そのためにも良く使う装具

ケットをすかすようにして出せば良いので

のことは覚えておきましょう．では，どんな

すが，ワンピースの場合はドレーン孔から

装具があるのかを見てみましょう．

出すか，パウチに孔をあけて臭気止めの

また，術後どんな装具を使って扱うかをス

フィルターをつけることになります．パウ

1．接 着 型

チのドレーン孔を頻回に開けるのは候の汚

パウチをストーマの周囲の皮膚に接着する

れに注意する必要があります．臭気止めの

ものです．接着にあたっては皮膚保護材を使

フィルターは各社から出ています．メー

用するものと直接皮膚に接着するものがあり

カーでは無臭になるように言ってますが，

ます．カラヤガムは粘りついているので接着

全く無臭にするものではありません．どん

ではありませんが，この部類にいれておきま

なに活性炭の吸着面積が広いからといって

す．皮膚保護材を使用しないものは，よほど
皮膚の丈夫な人でなければ使えません．コス

も候やガスの臭いを直径2cmくらいの円

トは高くなりますが，かならず皮膚保護材つ

盤で吸収しきれないでしょう．補助的なも
のと考えるのがよいと思います．

きを使います．皮膚保護材なしのものは危険

しかし，ワンピースはツーピースよりコ

なのでけっして勧めません．
（1）どう違う．ワンピースとツーピース
ワンピースとツーピースは日本語では

ストが安いこと，ツーピースを再生して使
うような汚れた使用ができないこと，装具
の装着感が軽いこと，旅行などで携帯に便

利なことなどが利点となります．

えます．フランジとパウチの結合部は
タッパーウェアのようになっていて，年

このようにワンピース，ツーピースとも
にそれぞれの長所がありますので，それを

寄りにははめづらいものです．はめると

生かして使用するようにします．ワンピー

きのコツはオストメイト自身が腹壁に力

スではストーマが変形していたり陥没して

を入れることです．腹壁を固くしたとこ

いると使いづらいので，どちらでも使える
ようにするためにも突出型の丸いストーマ

ろに押し付けるようにしてはめます．気

とするべきです．

気がつかずに後で漏れることになりま

（2）ツーピース型

す．パウチをつけた後でパウチをグイッ

をつけないと下側がはまっていないのに

ツーピースで北海道で良く使われている

と引っ張って確かめた方が良いでしょ

のは，東京衛材のバイオマックス，スタイ

う．周囲にテープの付いたソフトフラン

プのバリケアシステム2，マンソン社が

ジという製品もあります．これはフラン

扱っているフランスのバイオトロール社の

ジの屑が少ないのでストーマの補正の必

トレビアン2，コロブラストのコロブラス
トツーピースというところでしょう．ホリ

要ないひとに適しています．
③ デュラへ−シブ（スクイブ）

スターは外国では使われているらしいので

バリケアシステム2と同じパウチを使

すが，あまり使われているのを見かけませ

うフランジにデュラへ−シブがありま

ん．最近になって北海道にも力をいれてき

す．これは尿路系ストーマ，回腸ストー

ているようです．

マに適しています．皮膚保護材が膨潤し
てタートルネッキング現象をおこしてス

順に使ってみたことのある製品について
解説します．

トーマ周囲を保護します．結腸ストーマ

① バイオマックス（東京衛材）
バイオマックスは混合系の皮膚保護材

にはむきません．バリケアシステム2も
デュラへ−シフやもコンペックスインサー

を使っています．他の社の製品に較べて

トが使えますが，ヂュラへ−シブのほう

使用期間が短めになります．夏の汗をか
くときも不利です．フランジとパウチの

が緩めになります．デュラへ−シフやを使
うときにはフランジのカットをストーマ

結合部が硬めの材質でベルトがかかって

に傷つけないかぎりぴったりにします．

圧迫されていたら割れたこともありまし

すきまが大きいとタートルネッキングが

た．また，ここにゴムのＯリングを使っ

ストーマにフィットせずにフランジの剥

ていますので，指先に力のない年寄りに

がれる原因となります．また，バリケア

ははめられません．しかし，このＯリン

より柔らかいのでフランジの小片を重ね

グがはめづらいということは，一度はめ

て補強するのには不向きです．もし，ス

たら外れにくいということで好む人もい

トーマの周囲を一部圧迫したいときは同

ます．コンベックスプレート（コンベッ

じ直径のバリケアフランジを使ってス
トーマ周囲の皮膚に当る部分だけデュラ

クスインサートと同じもの）があります
ので，陥没したストーマにも使えます．

へ−シブを切って貼った方が具合良いよ

ツーピースの中で入浴用キャップを出し

うです．

ているのはここだけです．
②

④

トレビアン2（バイオトロール）
マンソン社が販売しているバイオト

バリケアシステム2（スクイブ）
バリケアシステム2は皮膚保護材が

ロールのトレビアン2はお年寄りにおす

ガッチリしていて，一部陥没したストー

すめです．現在，入手し得る中で唯1つ

マの補正に好んで使います．フランジの

ロック式です．フランジとパウチの結合

四隅を切り落として，その層を補正に便

部がロックになっていて，はめるときに

力がいらず，簡単にはまります．はめた
後，ロックをカチッとまわせば引っ張っ

少ストーマの同国が凸凹していてもぴっ

ても外れません．フランジとパウチがは

刺さなければならなくなったら，大変で

まらないときはロックの爪を見てくださ

す．ユニソルブを使えば剥がれるのです

い．ときに爪が内側に曲っていてはまら

が，これ無しではベッタリと付いたキュ

なくなることがあります．

ラガードがなかなか剥がれません．定期

たり接着します．しかし，2日くらいで

パウチが薄めでドレーンロをひっくり

的な交換にも刺すのが大変ということも

返して排便するのに不利なのと，下痢便

あります．このようなわけで，スイスロー

の時にはロックの隙間から便汁がにじみ

ルが発売されました．これはキュラガー

出て臭うことがあるのが欠点です．回腸

ドと親水性の保護剤が交互に渦巻状に

壕や結腸瘻で下痢便の人には他の装具を

なっているもので，キュラガードの接着

使って便が固まってからまた戻すように

性と親水性保護剤の剥がれやすさを期待

指導します．皮膚保護材の詳細不明です

したものですが，キュラガードのガッチ

が，使っている人はロック式というのが

リした接着を好んだ人は使わないし，他

使いやすいと言います．他の合成系に較

の点では他の製品と同程度とあって

べてやや溶けやすいようです．

ちょっと特徴がなくなりました．後述す
るコンシールと併用できます．

⑤ ツーピースバリアネ（ホリスター）
＊『1992年，「ツーピースバリア」は
「ツーピースお好みカットしなやかバリ
ア」と改名しました．』

⑥

⑦

それぞれの結合方式の特徴
結合方式はだいたい3つに分けられま
す．いわゆるタッパーウエア式，ロック

ホリスターのツーピースバリアはフラ

式，Ｏリング式です．タッパーウェア式

ンジの名前で，パウチはツーピースドレ

はスクイブ，コロブラスト，ホリスター

イン460・461です．フランジに鍔がつい

が採用しています．各社それぞれに工夫

ていてパウチとの結合がやりやすいよう

して特許を侵さないようにしています．

になっていますので腹壁に力をかけずに

この方式は一度はまればガッチリしてい

はめられます．はめ込み式なので慣れな

るのですが，一般にはめづらいのが難点

いとちょっとはめずらいようです．内径

です．はめかたのコツはどこか一部分，

10．2cmという大きなフランジを製品化

できれば一番見えづらい下側を確実にバ

Lでいます．いつか使うだろうと思って

チンとはめてから，指をずらして少しず

取っておいたのですがなかなか使う症例

つはめて全周をまわって上まではめるこ

がありませんでした．ある日，チャンス
があ年使ってみましたが直径10．2cm

チョット難しい．はめやすいように鍔が

のフランジは15cm四方位の平面を必

ついているのがコロブラストとホリス

要とするので貼っていられませんでし

ターです．はめやすくはなりますが，鍔

とです．読むと簡単ですが，慣れないと

た．しかし，販売されているツーピース

の分だけフランジのプラスチック部分が

の中で内径の一番大きいのはこれです

大きくなるので装用感が悪くなります．

（2番はバリケアの10cm）．

ロック式は1991年現在トレビアンだけ

mc2002（コロブラスト）

です．はめやすくガッチリつくので良い

ホリスターと同様にフランジに鍔がつ

と思います．中にはフランジが固めにな

いていてはめやすいように工夫されてい

りロックのつまみが腹に食い込むと言う

ます．皮膚保護材に2種類あります．キュ

人もいました．残念ながら下痢のときに

ラガードとスイスロールです．キュラ

便がフランジのロックの間からにじむこ

ガードは薄くても強力に接着します．多

ともあるようです．Ｏリング式はバイオ

マックスが採用しています．Ｏリングと

あって，安いのは臭いがしみ出て来ます．

は水道の蛇口の結合に使われているので

高いのはゴワゴワして厚いので臭いは出

も分かるように，強力に密閉します．た
だ，ガスケットの高さが高くなるので，

ないようです．
② ポスパック（東京衛材）

はめずらく違和感が強くなります．タッ

ポスパックA・B・Kの違いは接着面

パーウェア式はフランジとパウチを押し

の素材の違いによります．AはAdhesive

付けるとはまり込んで行くのですが，こ

のAで，接着剤だけです．皮膚保護材は

の方式はガスケットをＯリングの上にか

ついていません．安くてべったりつきま

ぶせるようにします．指先にかなり力を

すが，接触性皮膚炎に注意しなければな

込めなければならず指に力のない年寄り

りません．BはBioplastのBで，混合系
の皮膚保護材がついています．多少高く

には不向きです．
1991年に東京衛材は新製品を売り出

なりますが皮膚炎は減ります．KはKar−

しました．その結合方式はダブルタッ

ayaのKでカラヤガムが皮膚保護材とし

パー方式と命名され，タッパーウェア一

て使われています．ポスパックKに使わ

式のはめ込み部分が2垂になったもので

れているカラヤガムは薄くて伸縮性にと

す．その特徴はガスケットの厚みが薄い

みよく皮膚に密着するので使いやすいも

こと，はめやすいこと，曲りやすいこと

のです．カラヤシート＋ラパックの組み

です．これは従来の製品がガスケットの
高さを密閉性の主体としていたのをガス

合せより良いと思います．ただし，カラ
ヤガムとの接合部でパウチが切れること

ケットの幅で密閉性を良くしようという

があります．カラヤガムですから長くて

発想です．ガスケットの幅が広くなるた

も1日の使用ですので，コストがかさみ

めの接着性への影響と2重になったタッ

ます．また，カラヤガムとパウチの接合

パーウェア式結合部分／＼の候の付着がど

部が四角なのでフェイスプレートによる

うか，まだ，使っていないので評価でき
ません．

圧迫ができません．
③

（3）ワンピース型

アクティブライフドレインパウチ
バリケアの2種類は品質が違います．

ワンピースのパウチはストーマに合わせ

STは安く皮膚保護材が薄くて4日くら

てカットするときに皮膚保護材の後側のパ

いでひび割れてきます．パウチも薄く4

ウチを切らないように注意します．できれ

日目には臭いがしみ出て来ます．DXは

ばパウチの中に手をいれてパウチを膨らま

高いほうは皮膚保護材が厚めでパウチも

してカットします．特に看護婦や医者が間

臭いがもれません．しかし，単価が2倍

違って切ると信用をなくします．

になります．

製品として東京衛材のポスパックA，ポ
スパックB，ポスパックK，コンバテック

④

mc2000（コロブラスト）
コロブラストのmc2002は皮膚保護

のアクティブライフドレインパウチDX，

材のキュラガードが強力に接着しますの

ST，コロブラストのmc2000，pC3000，
ホリスターのストマドレーンKLがありま

でちょっとした凸凹がストーマ周囲に

す（もっと出ていますが使ったことがない
ものは省略します）．

で高さの低いストーマにも使えます．ま
た，脱出気味でツーピースではフランジ

① ラパック（東京衛材）

にひっかかってきずつくのが心配なス

ラパックは単体では使用しません．旦
ずカラヤシートやバリケアなどの皮膚保

護材と併用します．安いのと高いのが

あっても使えます．皮膚保護材が薄いの

トーマにも使えます．
⑤ ストーマドレーン（ホリスター）
ホリスターのストマドレーンKLはプ

レカットタイプでかつ皮膚保護材がカラ

は専用の紙かティッシュペーパーをはさんで

ヤガムです．カラヤガムだけでは粘着力

おきます．

が弱いのでカラヤの周囲をテープで固定

フェイスプレートは固定されていませんか

するようになっています．ワンピースで

ら便が出ると臭いがもれます．また，接着さ

カラヤガムを使おうとするとカラヤシー

れていませんから便がストーマ周囲の皮膚に

ト＋ラパックの組み合せ，ポスパックK

つきますので，便が出たらすぐ処理するよう

単体，ストマドレーンKL，この3者の

になります．そのため，「便が出たらすぐ替え

いずれかになります．この中でストマド

るから，接着型のように候がパウチの中に

レーンKLがカラヤガムが厚くて周囲が

残っていなくてきれいだ．」という患者さんも

へこみ気味のストーマに適しています．

いますが，実は便が出たらすぐ替えなければ

（◎ コンベックスドレイン＊（ホリスター）

ならないというのが欠点です．もちろん，回

＊『1992年，「コンベックスドレイン

腸瘻にはむきません．ウロストミーに使って

361」「コンベックスウロ148」は「面しな

いる患者さんもいましたが尿もれのために装

やかドレイン」「凸面しなやかウロ」と改

具の周囲に古タオルを巻いて尿を吸わせてい

名しました．』

ました．通しているのは結腸瘻で便がコロコ

最近，ホリスターがワンピースでコン

ロしていて下痢することがない患者さんで，

ベックスの付いたパウチを発売しまし

どんな装具を使っても皮膚保護材または接着

た．製品名はコロストミー用がコンベッ

剤によるによる皮膚炎を起こしてしまう場合

クスドレイン361，ウロストミー用がコ

です．

ンベックスウロ148です．皮膚保護材の
ついた接着面の基材が合成樹脂怪ででっ

3．ストッパー式装具

ぼっています．プレカットですから自分

1990年にコロブラストが発売したコン

のストーマにあったサイズを選んで使う

シールはストッパー法とかプラグ式といわれ

こととなります．丸くて周囲のへこんだ

ています．ストーマの周囲の皮膚にフランジ

ストーマに通します．

を貼るのは自然排便法と同じですが，パウチ

⑦ シンフォニー（シムケアー）

の代りにプラグをはめます．このプラグはス

日本メデイコが扱っているイギリスの

ポンジのようなものが水溶性の膜で押え込ま

シムケア社のシンフォニーは皮膚保護材

れていてストーマの中に入れられると溶けて

がシールアピールというカラヤゴム系で

スポンジが広がります．ガスはプラグの中を

すが，水洗トイレにそのまま流せられる

通って排出されますが，便はスポンジに押え

のが特長です．水に触れるとパウチの外

られて出ません．日中プラグをしておいて，

側がヌルヌルに溶けて配水管をすりぬけ

夜間自宅でパウチをつけたり洗腸で排便した

ていきます（このためにパウチカバーが

りします．ガスでパウチが膨れることが無い

用意されている）．最終的には下水処理場

ので着衣も比較的自由です．

にはパウチの内側の合成樹脂性の袋だけ

適しているのは，下行結腸より下の結腸ス

流れていきます．日本の配水管の通過状

トーマで洗腸している人または便が固形の人

態，環境に対する影響はわかりませんの
で，積極的には勧めていません．

′行結腸ストーマ，回腸ストーマには使えませ

でストーマの高さが高くない人です．横行上
ん．ストーマの高さが高い人もプラグのフタ

2．非接着型

がストーマにあたるので不向きです．また，

非接着型はパウチをつけたフェースプレー

プラグの口径と長さの適切なものを選ばなけ

トをベルトで固定するものです．フェースプ

ればなりません．1日1本のプラグの使用で

レートが直接あたらないように皮膚との間に

はコストがかかります．洗腸がうまくいって

いる人は洗腸と洗腸の間はガスしか出ないの

感があって患者さんがビックリするので，説

で使いたがりません．

明してから使うかパウダーにします．ストー

使用に際して医師の診察を受けてプラグのサ

マ周囲の陥凹の補正によく使われます（スク

イズを決定しなければならないのですが，医

イブのバリケアペーストはフランジより売れ

師が良く知らないので，アイディアとしては

ているそうです）．皮膚に直接つけてからフラ

良いのですがなかなか普及しません．

ンジを貼る方法と，フランジにつけてから貼
る方法がありますがどちらでもかまいませ

2） 知らないと損する小物達
現在著者はストーマケアの基本は接着型の

ん．バリケアペーストは接着剤と異なります
ので，溶剤が揮発しないうちにフランジを貼
ると接着強度が低下しますので，つけてから
ちょっと待って乾かして耳朶くらいの硬さに

装具であると考えています．したがって，ス
トーマケアにはフランジとパウチとはさみが

なってから貼ります．また，乾いた指にはくっ

あれば充分ですが，ときにはストーマの陥没，

つきますので，表面をならすときは指に水を

変形のために小物類の使用を余儀なくされる

つけてチョンチョンと押すようにしてならし

ことがあります．使われる小物の特長を解説

ます．深い陥凹をペーストで埋めようとする

します．

と軟らかいために失敗します．深い陥凹の補
正にはフランジの切片をもんで粘土のように

1．皮膚保護材ウエハー

して使うかフランジの切片を重ね貼りしま

フランジに使われている皮膚保護材が板状
になったものです．ストーマ周囲の陥凹の補

す．溶剤で皮膚炎をおこす人がいますでペー

正に使います．カラヤシート，バリケアウエ

いるときは使用を中止します．

ストのついたところに沿って皮膚が発赤して

ハー，コロブラストウエハーなどがあります．

合成系ではスクイブのバリケアペースト，

バリケアウエハーはフランジの切れ端で足り

混合系では東京衛材のバイオマックスペース

なければ使います．表面の膜をはいで揉んで

ト，カラヤゴムではホリスターのカラヤペー

粘土のようにして使えます．ペーストでは腰

ストがあります．後述のカラヤパウダーを水

が無くて困るところ，強く圧迫したいところ

でねっても同様に使えます．

に使えます．
コロブラストウエハーは薄くて良く伸びて

3．パウダー

くっつきが良いという特徴があり，食道亜仝

皮膚保護材の粉です．ペーストと違って溶

揃の再建で縫合不全を起こしたときの唾液壕

剤を含みませんので溶剤による皮膚炎はあり

に頸部の凸凹に貼って皮膚を保護するの適し

ません．ストーマの周囲の陥凹の補正には使

ています．尿路系ストーマや回腸啓の周囲に

えません．主な用途はフランジとストーマの

ぴったり貼って皮膚を保護するのにも長期間

隙間を埋めることです．ストーマにかかって

貼っておけるのが好まれます．しかし，逆に

も支障ありません．粉なのでパラパラして心

うまく貼れずに短期間で交換するのには不利

許ない気がしますがストーマ周囲の水分を吸

です．

収してベトベトして皮膚を候や尿から保護し
ます．合成系のバリケアパウダーとカラヤゴ

2．ペースト

ムのカラヤパウダーがあります．

皮膚保護材を溶剤にといてペーストにした
ものです．使用される溶剤はアルコールなど

4 ． フ ィ ル ム

の有機溶剤と水の場合があります．アルコー
ルを溶剤として使っているペーストの場合は

プロテクテイブフイルムとかスキンプレッ
プといわれる合成樹脂の溶液です．塗ると乾

ビラン面などに用いると10分間くらい灼熱

いてから薄いプラスチックの膜を作って皮膚

を保護します．この膜の上にフランジを貼り

のに使います．各社で出しています．メーカー

ます．手術などで使うノベクタンスプレーと

が違っても流用が可能です．伸縮性のために

同様の感じです．ストーマが低くてべた貼り

ゴムが入っているので，汗をかくとむれたり

式のパウチを皮膚保護材なしで使いたいとき
などにもちいます．

汗疹ができます．このようなときはガーゼを

キュラガードなどの皮膚保護材がガッチリ

細いところに移動しやすいのでストーマの位

巻き付けると予防になります．ベルトは胴の

ついているときに剥離剤の代用に使えますが

置によってはベルトの移動によってプレート

本来の使用法ではないので大きな声で言って
はなりません．

によりストーマやパウチが傷つくことがある
ので注意します．上前腸骨棘より下にあると
きは不利です．ベルトを使わせるときは2本

5．コンペックスインサート
ツーピース型のフランジの中にいれてス
トーマ周囲の陥凹を押えつけて補正するのに
使います．使えるのは東京衛材のバイオマッ

1組で購入させて，汚れたらすぐに洗わせる
ようにします．うっかりすると汚れたままで
使っていることがあります．
外来などで間に合わせにするには包帯など

クスとスクイブのバリケアです．東京衛材で

でも可能です．

はコンペックスプレートと呼んでいます．コ
ロブラストのmc2000とマンソンのトレビ

8．臭い消

アンにはありません．

し

パウチに孔をあけて貼る活性炭のフィル

陥凹が深いときや強く圧迫したいときには

ター，パウチの中に入れる消臭剤，布の中に

2枚，3枚と重ねて使えます．フランジの中で

活性炭を入れて臭いを吸着するようにした

1mmくらい動くのでコンペックスインサー

シートなどがあります．

トの内径がストーマ径より6mm以上大きい

いずれもパウチの中の臭いが外に出ること

ものを使います．コンペックスインサートの

を前提にした製品ですので，防臭性のパウチ

内径が小さいとストーマの側面にあたってス

を確実に使用した場合は必要がありません．

トーマを傷つけることになります．フランジ

しかし，ワンピースでガスの排出が面倒くさ

のサイズによってはコンペックスインサート

いと言う人には必要です．しかし，過信は禁

がありませんのでどうしても使いたければ自

物です．活性炭入りのシートは使っている患

作することになります（自由樹脂の項参照）．

者さんをみても効果があるようには思えませ

6．プレート

ん．なによりもそのシートを使っているのに
安心して周囲が多少便で汚れていても気にし

ワンピースのパウチを装着した後に更に圧

ない人がいること，活性炭の効果が無くなっ

迫するために使います．プレート単独では固

ても判定できないこと，基本的に臭いを吸着

定できませんからベルトをつけて使います

した活性炭は洗濯では再生しないと考えるの

（ベルトの項参照）．ツーピースではパウチに

で使わせないようにしています．

ベルトをつけられるようになっていますから

パウチ交換の後にシューと一吹きするスプ

プレートの出番は少ないのですが，強い圧迫

レーは有用です．一般用の香水成分で臭いを

を得たいときに洗腸用のフェイスプレートを

おおいかくすタイプと臭いの成分を分解する

応用して使うことができます．自作も可能で

タイプがあります．後者はグリーンメドゥス

す（自由樹脂の項参照）．

という商品名で売っています．こいつはおす
すめです．

7．ベ

ル

ト

ツーピースのパウチを支えたりワンピース
をフェースプレートを用いて圧迫したりする

9．クリ

ップ

各社ともに専用のクリップを出しています

が大きくて使いずらかったりするので，輪ゴ
ムやダブルクリップ（いろいろな商品名で出
ている）が使いやすいようです．

14．ステロイドスプレー
皮膚保護材による軽度の発赤や痺みくらい
ならステロイドのスプレー（ェアゾリンD）
を一吹きするくらいでよくなります．毛嚢炎

10．サニーナ

を起こしているものには使いません．

花王のサニーナは肛門周囲の清拭用として
一般の薬局で販売されています．これをパウ

15．自由樹脂

チの中に入れてパウチを軽くもむようにする

自由樹脂とはプラスチックの粘土です．60

と内面に便が付着しにくくなり便の処理が楽

度以上の水の中にいれると軟らかくなり自由

になります．また，ストーマ周囲の皮膚の清

に変形させられます．冷えると硬くなり変形

拭にも使えます．スプレー式が使いやすいで

しません．食品衛生法をパスしています．ダイ

す．入院中はオリーブ油，退院後はサラダ油

セルクラフト社が販売しています．因みに製

も使えます．

造したタイセル工業という会社はミサイルの
弾頭などを作っている軍需産業です．軍需産

11．パウチカバー

業の技術の平和利用というところでしょうか．

最近のパウチには皮膚にあたる面に不織布
をつけたり凸凹をつけて汗による刺激がない

サートが作られていないので，陥没型のス

ように工夫していますが，充分でないときに

トーマでコンベックスがほしいときに自由樹

はパウチカバーをかぶせます．ホリスターで

脂で作ります．木彫用の10cm四方くらいの

は不織布性のパウチカバーを販売しています

軟らかい木（200円くらい）に欲しいコンベッ

バリケアの32mmはコンベックスイン

が，木綿などで簡単に作れます．パウチカバー

クスインサートの直径で窪みを彫って0．6

を作るときには下から手が入るようにしてお

mm厚くらいのアルミの板を木槌でコンコ

くとパウチをカバーの中で広げやすくなります．

ンとたたいて型を作ります．フランジからパ
ウチとの結合部を外して，上で作った型にダ

12．水分吸収剤
尿路系ストーマにフランジを貼るときや回
腸壕にパウチングしたときに内容を固まらせ
たいときに使います．キャッチャーユー，ア

ブルクリップで固定して軟らかくした自由樹
脂をいれて成型します．粘土細工のつもりで
やるとできます．
また，平らなプレートでは足りなくてプ

クアキーパーが使いやすいようです．キャッ

レートも出っ張らしたいときにも自由樹脂で

チャーユーは120枚で3,600円，アクアキー

作れます．

パーは300枚が1単位で9,000円です．スペン
コフレークスはバサバサして扱いずらいです．

16．は

さ

み

フランジの中を切るときには直剪よりは曲

13．抗真菌剤
フランジを貼っていると夏などは真菌感染

剪のほうが使いやすいので，値が高いのです
がはさみだけは早めに買わせます．ゼオンメ

しやすくなります．真菌検鏡で陽性のときや

ディカルのストーマ用はさみが良いと思いま

真菌感染が強く疑われるときには抗真菌剤を

す（定価3,700円）．

使います．日本で製品化されている外用の粉
末は無いので，内服薬か静注剤を用います．

17．鏡

粉末ならそのまま擦り込むようにし，液剤な
ら塗ってからよく乾かしてからフランジを貼

して見えるくらいの大きさの鏡を使います．

ります．

ストーマの下線は自分では見えないので鏡を

20cm四方くらいでストーマ周囲が全体と

見て確認します．トイレのドアの内側につけ

ておくと便利です．

くいようです．

ストーマを造る可能性のある病棟のトイレ
に1つはつけておきたいものです．

景近，電気工事用のビニールテープが皮膚
に対する刺激が少ないといって使うところも
あります（写真21）．

18．絆 創 膏
フランジの周辺をとめるのに使います．た
だし，この絆創膏は便によるフランジの剥離
を予防するものではありません．優によるフ
ランジの剥離は内側から起こりますから外側

19．軟膏（使いませんよ）
かつて，ドーナツガーゼで処置していた頃
の医師はストーマ周囲炎に対して軟膏を処方
しますが，ストーマの周囲に軟膏を塗るとフ

を絆創膏で押えても効果がありません．か
えってフランジと皮膚の間に便を貯留させて

ランジが接着できませんから基本的には軟膏

しまい障害となります．フランジの周辺の絆

いる人でストーマ周囲に炎症があるというよ

創膏はフランジの角が皮膚を刺激したり外周
がひび割れてくずれてくるのを防ぐために使

うな特殊な場合は使えますが，そのような例
では処方の前に洗腸がうまくできているのか

います．3Mのサージカルテープがかぶれに

をチェックするべきです．

は使いません．フランジを使わずに洗腸して

（35ページからの続き）

アは7〜10日間だという．手

位で丸テーブルについて，な
かよくしましょう．イスラエ

術の廓清の程度によるかも知
れないが詳細は不明．

ル人が5人，両脇にイギリス

昼食後，プリントショップ

人とオーストラリア人の席に
座った．このオーストラリア

に有って，名刺を注文した．
1日でできるという．

管理するかと言う問題に悩ん
でいる日本とは異なってい
た
．
発表が終ると午後からは
WCETの各国別部門別会議
であった．この夜はエンター

人がWCETの幹部で，イギ
リス人がシンガポールのス

午後も講演．でもレベルと

ティメントが用意されてい

してはやたらに高いわけでは

トーマケアの充実の必要性を
訴える．私も意見を求められ

ない．日本でも勉強している
人は理解していることが多

て，演劇鑑賞だった．まず，
プリントショップに寄ってビ

たが，シンガポールのことな

かった．
第2日目

ど分かるはずもなし．後で事

ジネスカードを受け取った．
昨日，メチャクチャな英語に
つき合ってくれたフロントの

情通の人に聞くと，かつて植

本日から発表主体になっ

女性にチップをあげたものか

民地であったことから，イギ
リスはシンガポールのことに

た．会議の内容は多岐にわた

どうか，分からなかったので，

ついて，熱心であるとのこと，

切れないが（注，筆が及ばな
いの現代的表現），今回の発表

次々回の開催が日本の予定だ
が，イギリスはシンガポール

るので私のワープロでは叩き

CanIglVeyOuthetip？〃

と

きいたら， Allright．〝と言っ
た．おっ，親切だね．いらな

で感じたのは以下のごとくで

いのかい．

でやらせたがっていることな

あった．

店を出てきた．4〜5m歩いて

どを教えられた．自分の病院

結腸ストーマについては良
いストーマ（＝管理のしやす

気がついた．「あれはyesが省
略されているのだから，You

いストーマ）が造られていれ

Can give．だ／．」あわてて
戻って， Excuseme． チップ

のストーマケアでさえ，善意
とサンプルでなりたっている
のに，ほかの国の援助などど

ば，管理については問題が少
ないので，尿路系のストーマ

Thank you．〝

と

うすれば良いのだろう．気が
遠くなるようだ．

や創傷処置，ストーマ患者の

き，チップをわたさなかった

気を取り直して各国のの直

排尿障害，性機能障害，カウ

ケチンボの日本人の噂を聞い

腸癌患者の平均術後入院日数

ンセリングについての発表が

を聞いた．イスラエルは2週
間，イギリス．オーストラリ

多かった．このあたりが管理
のしずらいストーマをいかに

たら，それは私です．
トロントには劇場が4つ

をわたした．カナダでときど

（48ページへ続く）

社会福祉の法律は難解でわかりづらいの
で，詳細は各病院の十一てワーカーに開いて

ん．」という人もいますので話には注意しま
す
．

みると良いでしょう．しかし、大学病院クラ
スの大きな病院のケースワーカーでも不親切
でしたり，わかっていなか1たりします．医
療に関する専門のケースワーカーの養成がこ
れからの問題です．
市町村の窓口の担当者も完全に理解してい
ないことがありますので，理解できないこと
は確認するようにします．私自身札幌市に補
装具の給付に関する所得制限について問い合
わせましたが，見方のさっぱりわからない表
のコピーが送られてきただけで理解できませ
んでした．用語もわかりづらいものが多いよ
うです．

1） 身体障害者手帳
身体障害者福祉法によって決められていま
す．おもに補装具の現物給付をします．所得
が一定基準より上になると所得に応じて補助
金が減額されていきます．その額については
各自治体で決定されますので福祉事務所また
は福祉課に問い合わせる必要があります．ま
た，生活保護と身体障害者福祉法による給付
を同時には受けられません．どちらか有利な
ほうを選びます．実際には身体障害者手帳の
交付を受けて装具業者に見積りを出させてか
ら，自費負担分を払います．
認定は都道府県の指定した医師が行いま
す．指定は試験も何もなく病院を通して申し
込めば指定されるようです．ストーマをつく
る医師は指定を受けたほうがよいでしょう．
4級，3級，1級があります．1級は1日
寝たきりの状態が対象です．
プライドがあって「お国の世話にはなら

1．回腸結腸ストーマの場合
（1）下行S状結腸ストーマ
排尿障害のあるもの．ストーマの変形，
周囲皮膚のビランがあるためにr月1回以
上の装具の交換を必要とするもの．洗腸を
必要とするもの．以上が4級の対象となり
ます．法律の規定上は形良くてスキントラ
ブルのないストーマは身体障害者手帳の交
付の対象となりません．しかし，診断の時
喪で「改善の見込みのないビランがあった」
ものが申請のとき良くなっていても仕方な
いですね．実際には身体障害者の申請に
いってもストーマを見てチェックするわけ
ではありません．
高度の排尿機能障害とストーマの著しい
変形または周囲の著しいビランがあると3
級になります．1級はありません．
（2）回腸上行横行結腸ストーマ
ストーマがあるだけで4級，高度の排尿
障害があると3級です．寝たきりでストー
マの変形著しく周囲ビランもひどければ1
級です．
2．尿路変更のストーマ
あるだけで4級です．回腸上行横行結腸の
ストーマがあれば3級．周囲のひどいビラン
または変形の著しい下行S状結腸ストーマが
あれば3級です．寝たきりでビラン変形の強
い上行横行結腸ストーマを一緒に持っていれ
ば1級です．
3．申請の時期
尿路変更のストーマ，回腸上行横行結腸ス

トーマはすぐ申請して4級を認定されます．
さらに術後6ヶ月たってから1または3級に
再申請します．下行S状結腸ストーマは6ヶ
月待ってから4級を申請します．

町村の国民年金課，厚生年金は社会保険事務
所に請求します．年金の併給や加入期間によ
る違いがあるので詳細は上記窓口に確認して
もらいます．

4） 生活保護

2）税金の控除
1．身体障害者所得控除
所得税，住民税ともに身体障害者控除が受
けられます．年度によって額が変わります．
自動車税の減免もあります．詳細は税務署に
確認するようにしてください．

生活保護を受けていると装具は治療材料費
として給付されます．身体障害者福祉法との
併給はできないので，どちらか有利なほうを
とります．

5） 児童福祉法

2．装具費用の控除一
平成2年度から装具にかかる費用の所得控
除が認められました．領収書をとっておいそ
申告します．証明は指定医でなく普段からス
トーマについて診療している医師が行いま
す
．

小児の先天性異常にたいして育成医療があ
ります．所得による自己負担があり，指定育
成医療機関で医療を受けることが必要です．
詳細は保健所に問い合わせてください．

6）そ の 他

3） 障害年金
障害年金は国民年金と厚生年金に分かれて
います．厚生年金は3級までありますが，国
民年金は2級までしかありません．障害年金
の裁定は身体障害者の認定とは異なるので別
に申請しなければなりません．国民年金は市

住宅の改善費などが貸し付けられます．市
町村の社会福祉協議会が窓口です．
身体障害者雇用促進法により企業には一定
比率の身体障害者を雇用することが義務付け
られています．実際には，ほとんどの大企業
がこれを満たしていません．

劇場は時代を感じさせる造

めた．日本人はあらかたいな

（46ページからの続き）
あって，有名だそうだ． Love

りで照明はおとしている．落

くなっていた．ワインで眠れ

という劇を見るとい

ち着いた雰囲気だった．舞台

た人が残っていた．ぐっすり

う．劇場の待合ではたくさん

には横長の机と観客に向かう
2脚の椅子のみ．演劇が始

眠った人達と夜のトロント

の人がワインを飲みながら談
笑している．「さ−て，ビジネ

まった．

スカードもできたし，これで
安心．」と中に入った．日本か

何だこりゃ！．出演者は2
人．机の上に手紙を出して読

letter〝

第3日目

ら来た人達に挨拶した．

むだけ．

「made in Canadaの名刺で
す．」と渡したら，「こちらに

Native speakerはケラケ
ラと笑うが，私はなんだか

は永いのですか．」と聞かれ
た．私のデカイ態度に誤解し

さっぱり分からない．急にワ
インが効いてきて意識を失っ

たのだった．

た．

Ending."の声で目が覚

8：30から発表を聞いて，
午後は学会ごとナイアガラ見
物．観光船に乗った後，集合
場所を間違えて迷子になって
しまった．同じく間違えた人
が多かったので助かった．
夜11：00にホテルに戻っ
（55ページへ続く）

1） カラヤとCMC系合成ゴム
Q．カラヤガムと合成ゴムとどちらの皮膚保
護材が良いのですか．

とを勧めます．ストーマリハビリテーショ
ン学会編集で「ストーマリハビリテーショ
ン基礎と実際」（金原出版）が出版されてい
ます．社会保障の項はわかりやすいのです

A．そのストーマの状況によります．感染が

が，分担執筆で「実際にストーマケアをし

あって毎日ストーマの状態を観察したいと

ていたらこんなことはないはずだ．」と，思

きは，カラヤガムを用います．剥しやすい

うような記載があるのでストーマケアに経

からです．剥しやすいということはくっつ

験のない人が初めて読むのには不適当で

いていないということですから，長持ちし

す．どんな装具があるのか調べたいときに

ません．せいぜい1日と考えてください．
それ以外の状況では合成ゴムが使用できま

はストーマリハビリテーション講習会実行

す．3−4日間貼っておきたければCMC
ゴム系の皮膚保護材を勧めます．

2）洗腸と自然排便
Q．洗腸と自然排便法ではどちらがよいです
か
．
A．基本的には自然排便法をマスターさせて

委員会の「国内主要ストーマ用品一覧」が
便利です．患者さんに勧めようとする装具
のコストがすぐわかります．

4）フランジの交換頻度
Q．フランジやパウチの交換の頻度はどの位
が適当ですか．
A．フランジにあけた穴の周囲から皮膚保護

ください．これは最終的には自然排便法で
排便せざるを得ない状況（老衰，再発）が
くるからです．洗腸法は体力があって，下
行またはS状結腸ストーマで，仕事で外出

材が1cm位洛解した頃が交換時期です．

したり，人と会うことが多く，再発の可能
性が低く（目安としてSTAGE II以下），
継続して行う意志がある人に指導すべきで
す．横行結腸の右側，上行結腸，盲腸，回

して，もれてから交換するということのな

腸のス・トーマでは候を貯留する部分が短す
ぎて，洗腸は不可能です．

ツーピースもワンピースも合成ゴム系は3
〜4日間位になります．カラヤガムは1日
です．定期的な交換をしてください．けっ
いようにしてください．ツーピースではフ
ランジとパウチは同時に交換します．4日
間に1回の交換で1月に7,000−8,000円
位です．国からの身体障害者の4級として
の給付がこの位の額になります．ペースト
などの小物を買うとオーバーします．その

3） 参 考 書
Q．ストーマケアの勉強こどんな本が良いで
すか．
A．この本を読みなさい．この本を読んで基
本的な考えを理解して後，他の本を読むこ

ためにも装具の貼りやすい良いストーマを
造る必要があります．良いストーマですと，
20日間も貼っていた患者さんがいました
が，フランジの下に便がもぐり込んだり，
こびりついたりするので長すぎるのはいけ
ません．

5) パウチの再使用

んが目覚めて初めてストーマの処置をする
ときに，「これは良いできだ．」と，誉める
ことです．これだけで患者さんの顔つきが

Q．ツーピースはパウチを洗って使えると聞
きましたが．

変わってきます．もちろん，そのためには

A．可能ですが，勧めません．かつて，装具

良いストーマを造ってください．

が高くて良いストーマを造っていなかった

しかし，以上のことは女の人も同じです．

ときに，お金がかかるのでそのように教え

あとは家族がはじめから「かわいそう」と

たこともありましたが，今，反省していま

言って過剰な手出しをしないことです．基

す．まず，病院以外では汚物処理室が無い

本的には男も女も同じです．（でも，男って

ことがひとつ．最近のパウチは不織布を裏

単純だから誉めると喜んでやるよ．私がそ

打ちしていて汚れが染み込むこと．さらに

うだ．）

パウチを洗って使わせるときれい・きたな
いの感覚が薄れるようだというのが勧めな
い理由です．最後の理由について具体的に
いいますと，フランジ交換のときにストー
マ周囲の清拭に使ったガーゼをその辺にお

7） 医者の扱い方
Q．医者が良いストーマを造ってくれないの
ですが．

いてしまったり，フランジとパウチの結合

A．これは大きな問題です．簡単な解決方法

部分の溝に便が入ったままで処理して，パ

はありません．時間をかける必要がありま

ウチの外側に便が付いたままでも平気でい

す．基本的には男の患者さんと扱いは同じ

たり，シャツなどに便がつきそうになるの

です．「ほめる・おだてる」です．まず，ス

を避けようとしなかったりというようにな

トーマが造られたら，どこか誉められると

ります．便に慣れすぎるという感じがあり

ころを探します．いつもと較べてどこか良

ます．気をつけるべきでしょう．

い所がないか．形は丸いか，大きさは小さ
めか，高さは高めか，位置はそけい部から

6)

セルフケアの指導

離れているか，色が良いか．どこか良いと
ころがあれば誉めます．「先生がこんなに良
く造ってくれたからいつもより扱いやす

Q．男の患者さんは，なかなかセルフケアし
ないのですが．

い．」と．そして，扱いずらいところがあっ

A．術前からストーマケアはセルフケアが基

たら聞きます．「せっかくストーマを造って

本であることを教え，それによって術前の

もらったんですが，どうもここが扱いずら

職場に復帰できることを話してください．

いので，教えてください．」−（この下手

たいていの男は，職場に戻って働くという

糞と思っていてもにこやかに）−そして，

ことに大きな価値があると考えています．

実際にストーマを見せます．皮膚炎だから
とか，ヘルニアみたいだとかウマイこと

この気持ちをセルフケアへの原動力とすべ
きです．
男は自分が主導権を握ると喜びますの

言って．これが大切です．自分の手術の成
果を知らしめるということが重要です．

で，ストーマサイトマーキングの時に患者

フィードバックです．これを何回かやると

さんの意見を聞いて決めるということも重

医者も面倒なので良いストーマとはどうい

要です．つまり，「自分が決めた位置に造ら

うものか考えるようになります（と，期待

せたストーマだ．」という気持ちを持たせて

しています）．できれば，若い医者を狙いま

ください．これに気をつけるだけで随分と
違います．

す（おだてやすい）．

もう一つのコツは，手術が終って患者さ

もう一つの方法は講習会を開いて，その
講師を依頼することです．講師をするには

ある程度勉強しなければなりませんからス

の専門に養成したのが最初です．そしてク

トーマケアについて理解をするようになり

リーブランドクリニックにE．T．スクール

ます．

が誕生しました．その後，各国にE．T．ス

もう一つは荒療治ですが，ストーマリハ

クールが作られ，現在アメリカに5校，オー

ビリテーション学会に症例報告として持っ

ストラリアに3校，カナダ，イギリス，ド

て行くことです．学会に出すには主治医の

イツに2校，その他の国にもできています．

許可をもらって，「質問が出たら心細いか

日本では聖路加国際病院にクリーブランド

ら．」と言って一緒に行ってもらいます．ひ

クリニックの分校としてあります．年に1

どいストーマだと「どうしてあんなストー

回，6週間の教育をしています．どの学校

マにしたのですか」と質問が出ますから主

も入学待ちがたくさんいるそうです．仕事
の内容はストーマケア全部と患者のカウン

治医も考えてくれるでしょう．
あとは根気です．

8） 看護婦の指導
Q．看護婦がストーマケアに熱心でないので
すが．

セリング，E．T．スクールの教育，患者教
育，裾創のケア，尿失禁のケアと多岐にわ
たっています．

E．T．の素質で重要なのは，やさしさと
おせっかいです．困っていて何でも相談し
たい患者さんを上手に相手するのには，や

A．2つの場合があります．1つは「ストー

さしくなければなりません．また，問題は

マは汚いからいやだ．」という場合です．こ
のタイプは患者さんに接する資格がないの

広い分野に渡っていますから，かなり，お
せっかいでないと勤まらないでしょう．

で，相手にしません．もう1つは「自分は

大変ですが，人から頼られるやりがいの

ストーマについてよく知らないから，い

ある仕事です．これからの看護部における

じって傷つけては悪い．」と思って手を出せ

身分をどうするかが日本では問題です．

ない場合です．この場合は，医者にやらせ
るのと同じ方法をとります．「ほめる・おだ
てる」です．言ってきかせて，やって見せ，
誉めてやらねば人は動かぬ．フランジを貼
ることからやらせます．そして，誉めます．
「ああ，上手，上手．」ついで，フランジを
切る．ストーマのサイズを測る．サイトマー

北海道では1991年2月現在旭川医大に
1人います．

10） フランジの形
Q．フランジは四角いままと丸く切るのとど
ちらが良いですか．

キングをさせる．必ず，やって見せて，や

A．丸く切った方が扱いが楽です．また，接

らせることです．そして，誉めます．簡単

着面積が小さい方が楽に貼れます．ただし，

にはいきません．なんせ，相手は多い．あ
とは根気です．

あまり小さくするとパウチを支えられなく
なったり皮膚に牽引力が働くので好ましく
ありません．フランジの中にあけた孔の端

9） E．T．とは
Q．ストーマケア専門の職業があると聞きま
したが．
A．E．T．のことです．Enterostomal Thera‑
pistといいます．クリーブランドクリニッ
クのターンブル医師がストーマ患者であっ
たノーマ・ギルという女性をストーマケア

から3cm以上残したほうが良いでしょう．
何事も中庸が肝心です．また，丸く切ると
周囲の屑がストーマの凹凸の補正に使える
ので便利です．子供に教えるときに興味を
持たせるためにパンダ型や猫型にカットす
るのも良いです．

11） フランジがくっつかない？
Q．フランジのくっつきが悪くてすぐ浮き上
がるのですが．

ことがあります．例えばラパックには防臭
性のものと非防臭性のものがあります．し
かし，現在は非防臭性のパウチはほとんど
ありません．

A．フランジを温めてください．フランジの

ひとつ，誤解されるのが，パウチとフラ

接着性は熟が加わると上昇します．普段貼

ンジの隙間があいていたり，便が隙間から

るときでも，フランジ全体を手でしばらく
押えておくと，体温であたたまって接着性

出ていたりするものです．臭いが気になる
ときはフランジとパウチがきっちりしてい

があがります．ちなみに夏などの暖かいと

るか確認しましょう．

きや，体温が高めの人では皮膚保護材自体
が軟らかくなってフランジのフイルムの下
からはみ出てきます．着衣が汚れるときは
テープで押えましょう．

13） フランジのカット
Q．フランジの孔をうまく切れないのですが．
A．曲がったはさみを使ってみてください．

12） 防臭性パウチ

ストーマ用としてゼオンメディカル，エイ
パゾクで販売しています．まっすぐなはさ

Q．パウチから臭いがもれませんか．

みでは孔を丸く切るのは困難です．ギザギ

A．もれるものがあります．パウチの材質は

ザに切れるとフランジ表面のフイルムでス

大きく2つに分けられます．ビニール系と

トーマを切ってしまいます．また，フラン

ポリエチレン系です．ビニール系は塩化ビ

ジの切口が直角になるようにはさみの刃を

ニリデンが主体になります．これは通気性

当ててください．斜めにするとやはりフラ

がありません．したがって臭いも通しませ

ンジのフイルムがストーマを切ってしまい

ん．しかし，ポリエチレンは気体の分子を

ます．

通過させますので臭いがします．これは食

はじめてフランジを切るときにはノギス

品を保存するのに用いられるサランラップ

でストーマの最大径と直交径を計ってから

とポリラップの違いです．サランラップは

型紙を造ってください．型紙をストーマに

塩化ビニリデンですから気体を通しませ

合わせてみてストーマとの隙間が1−2

ん．冷蔵庫に入れておいても他の食品の臭

mmくらいになるのを確認してから型紙

いが倖いたり乾燥したりしません．しかし，

からフランジに型を写します．

ポリラップは他の臭いが付いたり，くるん
で冷蔵庫に入れたニンジンがしばらくして

さみで切ります．多くの人はラインの内側

みたらしなびていたということが起こりま

を切るので，このときに小さくなる傾向が

す．これはポリエチレンに通気性があるた

あります．フランジの孔を切ったら必要な

めです．一見同じようなラップに見えても

らフイルム面に長さ1mm位の放射状の切

違います．

込みを全周にいれます．最後にフイルム面

サランラップはやすいと言っても128円
を切ることはないけれど，ポリラップなら
88円くらいでスーパーの目玉商品にでき

フランジに写した型のラインの外側をは

から指でフイルムの切断した角を丸めるよ
うに押し付けておきます．
フランジをストーマに合わせてみてス

ます．ポリエチレンの方がやすいからです．

トーマにぶつかるところがあればカットし

ビニールはポリエチレンに較べてゴワつき

ます．以上を確認してからフランジを貼り

ます．話を戻します．まとめると，防臭性

ます．

のあるパウチはややゴワついて値段が高い
ということです．同じ製品でも2種類ある

）
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Q．装具の種類が多いうえに，名前が長くて
覚えられません．私は異常でしょうか．

ピースでは200〜600円，ツーピースではフ
ランジとパウチを合わせて800〜1,000円
というところです．ドレーナブルパウチは
4−5日使えますが，ワンピースのクロー

A．普通です．ストーマ用装具は外国製が多

ズドパウチは長くても1−2日で交換です

く，外国で売っている名前がそのまま日本

から，もっともコストがかかります．洗腸

語の商品名になっていたり，同じような長

と洗腸め間か旅行中が適応になります．1

い名前をつけています．なじみがない言葉

日1回決った時間に便が出るようになれ

ですから覚えにくくて当然です．自分が使

ば，クローズドパウチでも充分ですが，不

えるものだけはしっかり覚えて，他はカタ

規則に出るようであれば，ドレーナブルパ

ログをとっておいて必要なときに見ましょ

ウチにします．排便の習慣が一定になるま

う．ストーマリハビリテーション学会編集

で時間がかかりますから，はじめは，ドレー

の「国内主要ストーマ用品一覧」が便利で

ナブルパウチを使わせてください．便の処

す．そのうちに，覚えにくい名前のものは

理の仕方をきちんと教えてくださ．い．

使う機会が少なくなるのにメーカーが気づ
くでしょう．

15） パウチの選択
Q．パウチがいろいろあるのですが，どれを
使えば良いのでしょう．

回 パウチの色
Q．色つきのパウチと透明のノヾウチがありま
すが，どのように違いますか．
A．透明のパウチは術後比較的早い時期に浮
腫の状態などの観察のためストーマを見た

A．パウチには大きく分けてドレーナブルパ

いときに使います．ストーマが成熟してお

ウチとクローズドパウチがあります．前者

ちついたら，白色または肌色のパウチにし

は下部が解放できるようになったもの，後

たほうが便が直接見えないので良いでしょ
う．透明なパウチを使っているときもでき

者は閉じた袋になったものです．ドレーナ
ブルパウチにはドレーン孔がパウチの幅と
同じものとすぼまったものがあります．前

ればパウチカバーでおおったほうが患者さ
んは気持ち良いと思います．

者は術直後用に使われ，オープン主ンドパ
ウチとも呼ばれます．ドレーナブルパウチ
とクローズドパウチでは便の処理の方法が
違います．ドレーナブルパウチはドレーン

17)サンプルと在庫

孔を開いて候を処理します．ツーピースな

Q．在庫を抱えられないし，サンプルももら
えないのですが？

らフランジから外して候を処理して，また

A．そうです．在庫は抱えられません．たい

使うことも可能ですが，不潔になりやすい

ていの病院では病院経営云々よりも在庫を

ので基本的にはツーピースもワン七一スも

入れておく場所がないからです．したがっ

使い捨てです．ドレーナブルパウチは汚物

て，自分の良く知っていて自信を持って指

処理室があれば洗うこともできますが，

導できる製品をつかみます．その製品はフ

メーカーは保障していません．不潔になり

ランジ，パウチ，ベルト，ウェハー，コン

やすいのでフランジの交換と一緒に捨てる

ペックスインサートの全てのサイズをそろ
えます．

ようにします．クローズドパウチとドレー
ナブルパウチの材料費は変わりませんから

1社分では皮膚障害のとき困りますの

製品の値段もクローズドパウチが若干安い

で，2社分くらいそろえておきます．また，

くらいで大差ありません．どちらもワン

近くの装具販売会社と連絡しておいて必要

なときには外来から患者さんを紹介して指
定した装具を購入させます．他の社の製品
はサンプルでめぼしいサイズを用意しま
す．用意する以上は5個くらいずつは欲し
いものです．1人の患者さんにサンプルと
して使うには最低2枚は必要です．つまり，
1度使ったら，自分で貼りかえる分が必要
だからです．その患者さんに使えるかどう
か分からない状態で使うのですから，料金
はとれません．どうどうとサンプルを提供
してもらいます．もし，その製品がうまく

近演題数が増えてきています．「やっぱり他
の施設でも同じような問題で悩んでいるん
だ．」ということが分かります．事務局は国
立札幌病院の外科にあります．学会，研究
会ともに入会を勧めます．
国際組織としてIAETとWCETがあり
ます．1990年のカナダで行われたWCET
に行きましたが，新しい方法や輸入されて
いない装具が見られ，世界のストーマケア
の動向が感じられて勉強になります．2年
に1回行われます．

使えれば，次からはずーっと購入してもら
えるのでメーカーも不満はないでしょう．
地域の取扱店では商品として置いているの
でサンプルとしては出し難いようなので
メーカーに直接電話してサンプルをもらい

回 将来のストーマ
Qこ100年後のストーマケアはどうなるで
しょう．．

ます．もらうときは遠慮しないで多めにも

A．まず，生体と適合性の良い材料が発見さ

らいます．使おうと思ったのにサイズが合

れて現在のパウチが体内に埋め込みになり

わないということがないようにです．

ます．いわゆる便の水分を完全に吸収しカ

サンプルをくれなかったら，安心して患

チンカチンにして皮膚と癒合した人工材料

者さんに勧められませんから，その会社の

でできたストーマからコロンコロンと出さ

製品は使わないようにします（メーカーの

れます．この埋め込み式パウチを人工直腸

人はここを良く考えてください）．

と言うようになります．排便しようとする
と神経の興奮がセンサーからマイクロコン
ピュータをとうしてストーマに組み込まれ

匡司 学会，研究会

た超音波モーターに伝えられて，ストーマ

Q．ストーマケアの学会，研究会があります
か
．

の開閉がおこります．細菌は脱水により増
殖できず，異常発酵による臭気はありませ

A．全国組織として日本ストーマリハビリ

ん．残存腸管の中で発生したガスは人工直

テーション学会，日本小児ストーマ研究会

腸内のセラミックフィルターを通して体内

があります．日本ストーマlレ＼どリテー

に埋め込まれた弾性プラスチック袋に貯留

ション学会の総会は毎年2月頃開催されま

されます．便の排出の時に出されますが，

す．事務局は〒464

名古屋市千種区鹿子

音がしなくて不満な人のためにオプション

愛知県がんセンター病院消

でストーマの上にレインコートのようなも

殿1番1号

のをかけて書が出るようにします．これを

化器外科にあります．
日本小児ストーマ研究会の事務局は〒
113

東京都文京区本郷7−3−1

東

京大学医学部小児外科にあります．
北海道の研究会としては北海道ストーマ
リハビリテーション研究会があります．最

へノカッパとよびます．
（ウーン，馬鹿なことを書いてしまった．
でも，100年後はこうなります．ウソだと思
うなら，100年生きてください。）

ストーマがつくということは大変なことで

少しでも助けになってあげれるように，ほか

今までの排便習慣を全く変えなければなりま

の医師や看護婦もこの感動を味わえるように

せん．私はそれを乗り越えて生きて行くひと

と思い，この本を造りました．医師と看護婦

を尊敬しています．外来で患者さんが感謝の
言葉をのべて帰られるのですが，実は私のほ

の両者を対象にしていますので，表現の冗長
なところ，足りないところがありますがお許

うがそんな患者さんのひとりひとりの生きて

しください．

いく姿に感動しているのです．それでほんの

「いやあ，派手だね この水

り8ページからの続き）

てアチコチで誘った．スペイ

た．ここで日本人同士4人で
ラウンジバーに行った．男一

ン，オーストラリアの女性も
いたが，やはりカナダの人が

泳パンツは．でも，いいか．

人女二人のグループが歌って

多かった．私は Jitterbug〝
（ジルバ）を踊りましょう．と

パンツをくれ．」と言うと，「下
の階に行け」と言う．「そこに

言っていたのだが，カナダの
若い女性は 「これはジャイブ

あるのでいいよ．」と言った

いた．某先生がr右側が好み
だなァ。 と言うので演奏が
終った後，2人で寄っていっ
て「やあ，大変上手ですねえ。」
と言ってからゲバッと抱き
合ってホッペにチュッという
例の挨拶をした．大変よろこ
ぼれた．

だ．」と言って，大きくスウェ
イした．私は支え切れずに
ひっくり返してしまった．ド
テン．"Oh! I'm sorry."
第5日目

カナダだし．」と思って「水泳

ら，不満そうな顔をして包ん
でくれた．おかしな店員だ．
汽車に乗って，郊外のお宅
に伺った．立派です．庭にプー
ルがあって小さな飛び込み台
がある．着替えて分かった．
私が買ったのはバミューダパ

第4日目
午前は発表を聞いて午後か

最終日．発表は午前中で終
了．昼はお別れの昼食会だっ

ら展示とポスターを見た．夜

た．昨日のカナダの女性が

ンツで，泳ぐためのモノでは
ない．店員が変な顔をするは

はお別れグ）ダンスパーティー
だった．E．T．に「男性はみ

寄ってきて「ヤア，ヤア」と

ずだ．そのうえ，一緒に行っ
たE．T．は水着なんか持って

んな蝶ネクタイをするんです

言いながら，例の挨拶を交わ
した．非常によろこばれた．

よ． と数えられたので，買っ

この頃には馴れていた．

訓：E．T．はしばしば医者を

て塚田先生と2人，蝶ネクタ

夕方から私の友人のE．T．

イをつけて行った．蝶ネクタ
イをしているのは、私たちと

の友人のカナダ人（つまり全
然知らなかった人）のホーム

ボーイだけだった．だまされ

パーティーに招かれた．「プー

た．一緒のテーブルになった
カナダの女性5人を順番に

ルサイドのパーティーだから

誘ってジルバを踊った．みん

水着でなくちゃ駄目ですよ．」
と言われたので，午後からデ

な50歳台くらいのようで大
変よろこばれた．調子に乗っ

パ−トに水泳パンツを買いに
行った．

きていない．だまされた．（教
だます．）泳いでいるのは，そ
の家の子供達だけだった．
まあ，いいや．せっかくなの
でバミューダパンツで泳い
だ．料理は庭に出したグリル
で焼いたロースト ビーフと
チーズ，ワインという

もの

だった．ご馳走は料理よりも
（56ページへ続く）

（55ページからの続き）
会話にあった．すっかり，国
際人のつもりになってしまっ

E．T．スクールを見学に行く
日本のE．T．が乗るはずに
なっていた．その人達の切符

ビックリしたようで，何故漢
字が理解できるかと聞かれ

た
．

も変更してあげた．ちょっと

た．「昔漢字渡日本．故我用漢
字於日本．」こんな調子で紙に

夜も更けて10：00頃に
なったら子供達が失礼すると

不安だったので了荷物も一緒

書いて会話した．

に行くんでしょうね．」と聞く
と， Sure．〝と答えたのでホッ

夜は日本のE．T．とジョン
バニール校長とクリーブラン

とした．（これそはま▼るで添乗
員．）翌日E．T．スクール校長

テルで会食した．私の泊まっ

いう．眠るのじゃなくて友達
の家に泊まりに行くという．
12歳の女の子がですよ．日本
とは違います．父親が送って

のジョンバニールと食事する

行きました．10：30になった

というのでご一緒することに

ら「日本ノオ客サンガ釆テイ

した（ラッキー）．
クリーブランドは雨だった

ドクリニック内のセンターホ
たホリディインよりも立派な
ホテルでした．クリーブラン
ドクリニックには世界中の金

ルンダッチ．」と子供が泊まり
に行った友達の両親がパー

が，S先生が迎えに来てくだ

持ちが手術を受けに来るとい
う．それでこんなに立派なホ

ティーに参加しに来た．お田

さった．

テルが病院についているので

柄でしょうか．こちらではこ

ところが荷物を取りに行く
と，飛行機に積み込まれてい

す．ピッタリ．

なくて，到着していないとい

韓国，カナダ，アメリカ，イ
ギリス．スペイン，オースト

のように楽しむのでしょう．
4年後の日本で行われる
WCETでの再会を約束して
バイバイした．楽しかった．
翌日は土曜日でローヤルオ

う．むこうの窓口で手続きを
しろという．ホテルに届けて

ンタリオ博物館見物をした．

もらうことに．したが，「私は手
続きをする係りで，何時に届

なぜ，こんな近いところに

けられるか分からない．今日

行ったかという

Ifりこ届くかも言えない．」とい
う．ノースウェストは凄い．

と，ダンス

パーティーのジルバの筋肉痛
で足があがらなくなっていた

安いだけのことはある．もう，

のだった．
5．クリーブランド

諦めた．何とかなるさ．夜10
時ころ荷物は着いた．

日曜日はクリーブランドへ

翌日はクリーブランドクリ

の旅立ち．例によって，同じ

ニックに有って，S先生の研

待合室の人に「乗るときは教

究室を見学した．立派だった．
研究室の検査技師の女性に紹

えて露．」と頼んでおいた．気

今回の旅で会った人達は，

ラリア，イスラエル，中国と
インターナショナルな旅だっ
た
．
ここで今回のWCETの
テーマを再確認する．
"Hands around the world."

ねっ，私は遊びに行ったの
ではないのです．
WCETは次回，1992年に
フランスのリヨンで開かれま
す
．
札幌に帰りついた私のバッ
グの中には，「これだけで大丈

持ちよく引き受けてくれた．
だが，今度は車椅子の人だっ

介されたとき，カナダで覚え
た例の挨拶をしたら，「お前は

夫，フランス語旅行会話．」と
いう本が入っていた．

たので健常者より先に乗せら

なんてことをするんだ．」とS
先生に叱られてしまった．そ

一後日談一
札幌に帰って来るとサイン

デトロイトの乗り換えでは，
カウンターの人に頼んだ．と

ういえばカナダでも親しい人

をもらった本の著者のキャサ

しかやっていなかったような

リンジッターから手紙が来て

ころが予定の時刻になっても

気もするが，まァ，いいか．

いた．北海道にも来るという．

呼ばれず，どうしたのかと聞

手術室でストーマを作って
いたので見学した．手術室で

大学で講演してもらって自宅

れてしまった．ありゃりゃ／．

くと嵐で飛行機がキャンセル
になったという．再搭乗手続
きをさせられた．ウカウカし
てたら置いてかれてしまう．
たまたま一緒の飛行機にク
リーブランドクリニックの

中国人が寄ってきた．同国人

で食事をして楽しんだ．
ダンスでひっくり返した女

だと思ったらしい．英語に中
国なまりがひどい．こちらの

性からは北海道に英語の教師

英語を理解できないようなの

ストメイトを紹介された．有
意義なWCETだった．

で，「我日本人也」と書くと，

としてくるというカナダのオ

