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上だけに飾りケイ
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アキは配置状況で適宜決定

ブリストル便形状スケールを活用し，
患者・医療者間で便の性状を正確に情報共有する。

食事摂取量が少ない場合，あるいは絶食で高カロリー輸液中の
患者の便秘を見逃さないよう注意する。

抗がん剤や抗菌薬などの治療薬剤が原因の下痢を
見逃さないよう注意する。
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特集1  臨床判断からケアケア・指示薬の投与・ドクターターコールまで 消化器疾患疾患患者患者の疼の疼痛・症状を緩和する

　便秘や下痢は，疾患によるもの，がんの

進行によるもの，治療によるものなど，さ

まざまな原因で起こります。今日の医療で

は，経口摂取が不可能となった場合でも，

高カロリー輸液などにより生命維持が可能

ですが，同時に適切な排泄状態が維持でき

なければ，さまざまな身体症状を引き起こ

し，生命の危機となり得ます。排泄は，人

が生きる上で最も重要な健康のバロメータ

であるため，便秘や下痢の症状がある患者

に対してアセスメントし，排便のコント

ロールを行うことはとても大切です。

　また，医師が下剤や止痢剤の投与量を

調整する上で，排泄物を直接観察してい

る看護師からの詳細な情報はとても重要

と言えます。看護師は，薬剤の作用・副

作用を理解した上で，患者の排便状態を

日々観察し，医師に適切に報告する必要が

あります。

便秘のアセスメント
　通常，１～２Ｌの消化液から200 ～250mL

の糞便が作られます。糞便の水分含有率は

70％程度で，80％以上になると水様便とな

ります。排便は１日に３～４回ある人や，

週に１～２回程度の人など個人差が大きい

ため，便秘の場合には，患者自身の普段と

は違うという自覚がアセスメントを行う上

で重要な情報となります。

　便の性状を共通用語として表すために，

1990年にブリストル大学のヒートン博士に

よって考案されたブリストル便形状スケー

ル（The Bristol Stool Form Scale, Bristol 

Stool Chart, Bristol）が，世界で広く用い

られています（図）。便の硬さを７つのタ

イプに分類して表したもので，医療者だけ

でなく患者にも分かりやすいため，便の性

状を正確に情報共有でき，治療に役立てる

ことができます。
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便秘の原因

　便秘には，大きく分けて機能性便秘と器

質性便秘があります（表１）。機能性便秘に

は，食事性便秘，直腸性便秘，弛緩性便秘，

けいれん性便秘がありますが，特に高齢者

や消化器疾患患者に多いのは，大腸の蠕動

運動が低下して起こる弛緩性便秘です。ま

た，消化器疾患の器質性便秘の原因として

多いのは，術後狭窄や癒着，腫瘍の増大に

よる狭窄などがあります。特に，過去に腹

部の手術経験がある場合，腸管の癒着によ

るイレウスを起こしやすいため，既往歴と

共に術後の食生活と排泄状況の経過につい

ての問診を十分に行う必要があります。

　正常な排便では，腸管の蠕動により一定

量の糞便が直腸膨大部へ移行し，直腸内圧

が上がることにより便意を催します。便意

がある時に排便行動を取らないことを繰り

返すと，次第に便意を感じなくなり，水分

が大腸へ再吸収され，どんどん硬くなって

いきます。臥床時間が長くなる入院患者に

とって，原疾患による身体状態の変化，入

院環境，ストレスなどにより排便習慣が崩

れることが便秘のきっかけとなります。

オピオイドによる便秘

　がん治療を中心にさまざまな緩和医療の

一環として，モルヒネをはじめとするオピ

オイドによる薬物療法が行われます。オピ

オイドには消化管蠕動運動を抑制する作用

があるため，食物の消化が遅滞し，腸管の

通過時間が延長します。その結果，悪心や

嘔吐，便秘などの副作用が生じます。オピ

オイド処方時には高い頻度で便秘が発生す

ることが予測されるため，一般的に初回投

与時から下剤を一緒に投与するなどの予防

策が取られます。

便秘の原因

オピオイドによる便秘

外観タイプ

１

２

３

４

５

６

７

形状

ナッツのような硬い粒状

ずんぐりした
硬いソーセージ状

表面にひび割れがある
ソーセージ状

表面が滑らかで軟らかい
ソーセージ状

くっきりと分かれている
軟らかい塊状

ドロドロで軟らかい泥状

水様性，固形物を含まない
完全な液状

図  ブリストル便形状スケール

Lewis SJ, Heaton KW：Stool form scale as a useful guide to 
intestinal transit time. Scand J Gastroenterol. 1997；32（9）：
920-924.より引用，一部改変

便秘の種類 原因

食事量自体が少ないか，繊維の
少ない食事により起こる。

下剤や浣腸の乱用や，便意があ
る時に排便行動を取らない状況
が繰り返されることにより，便
意を感じなくなり起こる。

活動性の低下や筋力の低下によ
り腸の蠕動が弱まり起こる。
高齢者や臥床がちな患者に多い。

ストレスなどにより副交感神経が
過緊張状態となることで起こる。

大腸がんや術後狭窄，癒着，腫瘍
の増大による狭窄などで起こる。

オピオイドや抗うつ剤，向精神
薬，抗パーキンソン病薬，抗コリ
ン剤などの服用により，大腸の
蠕動が抑制されることで起こる。

機能性
　便秘

器質性便秘

薬剤性便秘

食事性便秘

直腸性便秘

弛緩性便秘

けいれん性
便秘

表１  便秘の種類と原因
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腹部症状観察時の留意点

　患者の腹部症状を観察する際，臥床状態

で視診，触診，聴診を行うことが多いです

が，Ｓ状結腸から直腸にかけてのみ糞便が

たまっている場合は，腹部全体に膨満や緊

満が見られず，初期段階では便秘とは分か

りにくいことがあります。また，食事摂取

量が少ない場合，あるいは絶食で高カロ

リー輸液中である場合には，排便が数日な

くてもおかしくないと思い，便秘を見逃し

てしまう危険性があります。食欲不振や悪

心の原因が便秘であることも多いため，食

事摂取状況と共に，排便回数や便の性状，

腹部膨満感の有無など，患者への問診を慎

重に行い，いつもと違うというサインを見

逃さないよう留意しましょう。

　一方，腹部全体に膨満や緊満が見られる

場合は，ガスや腹水が貯留していることが

考えられます。イレウスの前兆症状の可能

性もあるため，このような場合は直ちに医

師に報告する必要があります。

尿バッグの色から便秘を見つける

　膀胱留置カテーテルを長期間挿入してい

る患者の尿バッグが，青色や紫色に変色し

ているのを見かけることがあります。これ

はPUBS（Purple urine bag syndrome：紫

色採尿バッグ症候群）と言い，便秘の時に

起こりがちな現象です。

　便秘になると，糞便が腸内に停滞するこ

とで腸内細菌が増殖し，糞便内のトリプト

ファンがインドールに分解されます。イン

ドールは腸管から吸収され，肝臓で硫酸と

結合してインジカンとして尿中に排泄され

ます。このインジカンという物質がプラス

チックに溶け込むことで，尿バッグに色が

つくのです。

　この現象を発見した場合は，便秘が起き

ている可能性が高いため，観察のヒントと

して知っておくとよいでしょう。

便秘に対する薬物療法時の留意点

　下剤には大きく分けて，便を軟らかくす

る浸透圧性下剤と，腸蠕動運動を促進させ

る大腸刺激性下剤があります（表２）。便

の形状，排便回数，食事摂取状態などをき

め細かくチェックしながら，個人に合った

下剤を投与します。オピオイドによる便秘

では，下剤を投与しても症状が改善しない

場合，モルヒネやオキシコドンからフェン

タニル製剤に変更することで便秘が軽快す

ることがあります。薬剤師のほか，がん看

護の専門看護師や認定看護師がいる場合は

相談してみましょう。

下痢のアセスメント
　１日の糞便中の水分量が約200mL以上

になると下痢になります。小腸や大腸の

働きは，身体の栄養・水分の吸収に大き

く影響することから，下痢が慢性的に続

くと，体液バランスが崩れ，体力が消耗

し，原疾患への治療効果にも悪影響を及ぼ

します。

　水様便が１日に数回以上，さらに何日も

持続する場合には，原因を検索し，早期に

治療を開始する必要があります。

腹部症状観察時の留意点

尿バッグの色から便秘を見つける

便秘に対する薬物療法時の留意点
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下痢の原因

　下痢の原因をアセスメントする際，急性

下痢か慢性下痢かの情報は非常に重要なか

ぎとなります。急性下痢の原因の大半は感

染性で，健康な人に起こる急性下痢の原因

には，食中毒などによる感染性腸炎やスト

レスによる過敏性腸症候群などが挙げられ

ます。外来診療では急性下痢か慢性下痢か

の病態の判断が重要となりますが，本稿で

は消化器疾患で入院中の患者についてのア

セスメントを中心に原因を考えます。

　下痢には，腸管壁の浸透圧が亢進して起

こる滲出性下痢，食中毒など腸の炎症や内

分泌腫瘍などによる分泌性下痢，甲状腺機

能亢進や糖尿病などにより起こる腸管運動

異常性下痢などがあり，原疾患に対して投

与されている薬剤によって下痢を起こすこ

ともあります（表３）。長期間にわたり抗

菌薬を投与している場合には，大腸細菌叢

の変化による菌交代現象が起こり，MRSA

腸炎，偽膜性大腸炎，出血性大腸炎などを

引き起こし，しばしば下痢の原因となるこ

とがあります。このほか，消化器疾患患者

では，過去に胃切除術や胆嚢摘出術，小腸

や大腸の切除術を受けていると，消化吸収

障害が生じやすくなっていることがありま

す。このような患者は，術後，食事と排便

がコントロールされている場合でも，原疾

患の悪化などにより急激に下痢症状を引き

起こす恐れがあります。

下痢による皮膚障害の予防と早期対処

　下痢が要因となり，肛門周囲から臀部な

どに皮膚障害を生じることがあります。さ

らに，高齢者や寝たきりでおむつを使用し

ている患者は，仙骨部や尾骨部などの褥瘡

発生のハイリスク状態となります。たとえ

下痢の原因

下痢による皮膚障害の予防と早期対処

分類 特徴

腸管から吸収されず，腸管内に大量の
水分を保持することにより，便を軟化
させ，緩下作用を発揮する。

下部消化管で乳酸菌によって分解され，
乳酸や酢酸などの有機酸が生じる。腸
内のラクツロースとその代謝物により
緩下作用を発揮する。

消化管内で水分を吸収・保持し，腸管
内容物を膨張させ，腸管を刺激するこ
とにより輸送を改善する。

大腸で腸内細菌により加水分解し粘膜
を刺激し，大腸の蠕動を亢進させる。

直腸内で炭酸ガスを発生させ，直腸を
刺激する。

一般名（商品名）

酸化マグネシウム
（酸化マグネシウム，マグミット，マグラックスなど）
クエン酸マグネシウム（マグコロールなど）

Ｄ-ソルビトール（Ｄ-ソルビトールなど）
ラクツロース（ラクツロース，モニラックなど）

ポリカルボフィルカルシウム（コロネルなど）
カルメロースナトリウム（バルコーゼなど）

センナ（アジャストＡ，アローゼン，ヨーデルＳなど）

センノシド（プルゼニドなど）

大黄甘草湯　　大柴胡湯　　三黄寫心湯

ピコスルファートナトリウム水和物
（ラキソベロンなど）

炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム
配合（新レシカルボン）
ビサコジル（テレミンソフト）

膨張性下剤

坐剤

塩類下剤

糖類下剤

大腸刺激性
下剤

浸
透
圧
性
下
剤

刺
激
性
下
剤

表２  便秘に対する主な治療薬
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少量であってもブリストル便形状スケール

のタイプ６～７のような排便を認めた際に

は，すぐに悪化することを予測し，予防策

として撥水性クリームやワセリンなどの塗

布を始めましょう。頻回に排便が見られ，

皮膚障害が生じてしまった際は，弱酸性の

洗浄剤を用いて優しく滑らかに洗浄し，亜

鉛華軟膏などを塗布します。

下痢に対する薬物療法時の留意点

　消化管の蠕動運動を抑えたい場合や消化

管の炎症を改善し粘膜保護を行いたい場合，

また，水分や電解質バランスの異常を修復

したい場合など，下痢の原因によって薬剤

が選択されます（表４）。腸管出血性大腸

菌や赤痢菌などの重篤な感染性下痢の患者

に対しては，細菌や細菌が作り出す毒素の

排泄を妨げることで症状の悪化を招く危険

性があるため，原則として止痢剤は投与さ

れません。

まとめ

　消化器疾患患者は，便秘や下痢，それに

伴う腹部症状など排便に関連した身体症状

を主訴として入院することが多くあります。

また近年では，患者の高齢化に伴いさまざ

まな疾患を合併していることも多く，さら

下痢に対する薬物療法時の留意点

原因下痢の種類

浸透圧の高い（塩分濃度の高い）溶質により，腸管の水分吸収が妨げられて起こる。

ウイルスや細菌，薬剤などにより腸の炎症が起こることで，腸管壁の浸透圧が亢進し，
滲出液が腸管内に出ることで起こる。
炎症性腸疾患など。

食中毒による腸の炎症や内分泌腫瘍などの疾患により，腸粘膜からの分泌が異常に亢
進することで起こる。

食物が急速に通過することによる吸収障害や腸管運動の低下による脂肪や水分の吸収
障害などで起こる。
経腸栄養の場合や甲状腺機能亢進，糖尿病，アミロイドーシスなど。

抗菌薬や抗がん剤，抗炎症剤，解熱鎮痛剤などによる腸粘膜障害や，消化管機能調整
剤やプロスタグランディン製剤などによる腸蠕動の亢進などで起こる。

浸透圧性下痢

滲出性下痢

分泌性下痢

腸管運動異常性下痢

薬剤性下痢

表３  下痢の種類と原因

一般名（商品名）

ロペラミド塩酸塩（ロペミンなど）

タンニン酸アルブミン
（タンニン酸アルブミン，タンナルビンなど）

天然ケイ酸アルミニウム（アドソルビンなど）

ブチルスコポラミン臭化物（ブスコパンなど）

ビフィズス菌（ビオフェルミンなど）
酪酸菌（ミヤBMなど）
耐性乳酸菌（ラックビーなど）

特徴

腸管の蠕動運動を抑制し，水分や電解質異常
を抑えることにより止瀉効果を発揮する。

腸管の粘膜保護や抗炎症作用により止瀉効果
を発揮する。

腸管内での過剰な水分を吸着することにより
止瀉効果を発揮する。

消化管の運動を亢進させるアセチルコリンを
抑制することにより止瀉効果を発揮する。

腸内に乳酸菌などを補うことにより腸内環境
を整える。

分類

腸蠕動抑制剤

収れん剤

吸着剤

抗コリン剤

整腸剤

表４  下痢に対する主な治療薬
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に認知症症状を伴う患者が増加していま

す。患者が医師や看護師に対してうまく症

状が訴えられないことによって，異常の発

見が遅れることのないよう，私たちは日々

患者の食事と排泄の状態を注意深く観察し

ていくことが大切です。
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