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原著論文 
 

婦人科開腹手術後患者の排便調整の自立への援助 

－セルフケアの実施を通して－ 

 
                                                

高橋希衣 1)、佐藤陽子 1) 

1) 国立病院機構 仙台医療センター 看護部 西４階 

 

<<抄録>>                                            

 目的）婦人科開腹手術を受けた患者に対して排便調整のためのセルフケア行動を指導し、入院中・退院後

のセルフケア行動の実施率・セルフケア教育の効果を評価した。方法）入院時に排便調整のためのセルフケ

ア方法を説明。内容は、1 日 1～1.5L を目安とした水分摂取、30 回以上の咀嚼、骨盤底筋体操、乳製品の

摂取とし、入院中から退院後までセルフケアノートに記入してもらった。術後 3 日目までに排便があった

対象者を「排便あり群」、なかった対象者を「排便なし群」として、入院中と退院後のセルフケアの実施状

況を比較した。結果）排便あり群 19 名、排便なし群 9 名、両群共に退院後の排便回数が増加した。また、

対象者の 91％がセルフケアを継続でき、そのうち 82％が術前の排便習慣に戻すことができた。セルフケア

項目の実施率は、水分摂取が最も高く、次に乳製品の摂取が高かった。骨盤底筋体操は両群とも実施率が低

かった。結語）両群共に看護者から必要な知識を得ることで、91%が退院後もセルフケア項目を継続でき、

うち 82%が術前の排便習慣に戻すことができた。1 日 1L 以上の水分摂取、30 回以上の咀嚼は排便あり群

なし群ともに退院後の継続率は高くなっており教育の効果が得られた。骨盤底筋体操は入院中退院後ともに

実施率は低く、とくに排便なし群では実施されない。 

                                                

キーワード：婦人科開腹手術 排便調整 セルフケアノート 患者教育 

（平成 28 年 4 月 4 日受領、平成 28 年 6 月 21 日採用） 

 

 

１ はじめに 

 婦人科で行われる開腹手術は、ダグラス窩を挟ん

で直腸と隣接する子宮を摘出するなど、直腸への侵

襲が加わる手術であることから、直腸障害による排

便機能の低下を招くことが多い。手術そのものによ

る要因として、直腸周囲の神経への作用、直腸の位

置や形の変化、心理的要因などが考えられる 1)。こ

れらの要因による腸蠕動の低下に加え、術後の疼痛

や不安から排便時に下腹部に力を入れられないこ

と、運動不足、水分摂取不足などにより、排便困難

を訴える患者が多い。 

 手術による痛みに排便困難による苦痛が加わる

ことは QOL の低下を招き、退院後に腸閉塞を発症

し再入院となる患者もいる。そのため排便調整につ

いて看護介入が出来ないかと考え、セルフケア教育

を実施した。その結果、退院後も乳製品の摂取や食

事の仕方などを普段の生活でも心掛けるようにな

ったという前向きな意見が聞かれ、術前の排便習慣

に戻すことが出来た患者が多かった 2)。 

 排便調整のためのセルフケア行動を指導し、入院
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中・退院後のセルフケア行動の実施率・セルフケア

教育の効果を評価した。 

 

１）方法 

（１）研究対象：認知機能の低下がない婦人科開腹

手術を受ける患者。 

（２）研究期間：平成 27 年 7 月～10 月 

（３）セルフケア教育の方法 

 入院時に現在の排便習慣についての質問紙調査

を実施し、腸閉塞の危険性と排便調整の必要性、排

便調整のためのセルフケア方法を説明した。 

 教育内容は、手術による身体の変化、①1 日 1～

1.5L を目安とした水分摂取、②30 回以上の咀嚼、

③骨盤底筋体操、④乳製品の摂取についてとし、①

から④の 4 つのセルフケア項目をセルフケアノー

トに記載した。 

（４）データ収集方法 

 セルフケアノートに、排便回数、便の性状（ブリ

ストル便性状スケールを表記し丸で囲む）、咀嚼回

数、水分摂取量、体操の回数、乳製品の摂取の有無

の記入欄を設け、記入を依頼した。 

 退院後もセルフケアノートの記載を継続し、退院

3 週間後の外来受診時にノートを回収 BOX に投函

するよう依頼した。また、退院後の排便習慣につい

ての質問紙調査を実施した。 

（５）データ分析方法 

日本内科学会での便秘の定義が「3 日以上排便がな

い状態」であることから、術後 3 日目までに排便が

あった対象者を「排便あり群」、術後 3 日目までに

排便がなかった対象者を「排便なし群」とし、セル

フケア行動の実施率に差がでるのかを調査した。ま

た、入院中と退院後の外来受診までのセルフケアノ

ートの記載内容から、入院中 6 日間と退院後 21 日

間の 4 つのセルフケア項目の実施率を比較した。 

 

２ 結果 

１）対象者  

 手術患者 52 名から、腸閉塞の発症、ノート記載

の中断、理解力不足のある患者 24 名を除いた 28

名を分析の対象とした。16 名が悪性疾患の手術で

あった。年齢は 30 代～70 代、平均 51.3 歳。術式

は子宮全摘術・子宮付属器摘出術・試験開腹術・筋

腫核出術・リンパ節郭清術であった。術当日から初

回排便までの平均日数は 3.0 日で、術後 3 日目まで

に排便があった 19 名（67.8%）を排便あり群とし、

9 名（32.2%）を排便なし群とした（図１）。 

 

図１ 術後 3 日目までの排便状況（n=28） 

 

２）入院中・退院後の排便状態 

 入院中の 1 日の平均便回数は、排便あり群 1.4 回

/日、排便なし群 0.8 回/日だった。退院後の 1 日の

平均便回数は、排便あり群 1.8 回/日、排便なし群

1.5 回/日であった。入院中は排便あり群が毎日 1 回

以上の排便があったのに対し、排便なし群は平均が

1 回を切っている。退院後は両群共に 1 回を超えて

いるが、排便あり群と比較すると排便なし群は退院

後も排便回数が少なかった。便の性状は、排便あり

群は入院中・退院後共にタイプ 4 の普通便、排便な

し群はタイプ 3 の軟便の人が多かった。 

 

３）退院後のセルフケア 

 対象者の 28 名のうち 25 名（89.3%）がセルフケ

アを継続でき、そのうち 22 名（88.0%）が術前の

排便習慣に戻すことができたと答えた。セルフケア

項目の実施率は、水分摂取が 95.6%と最も高く、骨

盤底筋体操 42.3%が最も低かった（図２）。 

（１）水分摂取 

1 日 1～1.5L の水分摂取をした人は、入院中・退院

後ともに排便なし群が多かった（図３）。 

（２）30 回以上の咀嚼 

30 回以上の咀嚼は、排便あり群・なし群ともに退

院後の実施割合が高く、排便あり群よりも排便なし
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群の退院後の実施率が高かった（図４）。 

 

 
図２ 退院後継続できたセルフケア（n=25） 

 

 
図３ 1 日 1~1.5 L の水分摂取した人（n=25） 

 

 

図４ 30 回以上咀嚼した人（n=25） 

 

（３）骨盤底筋体操 

骨盤底筋体操は、排便あり群の実施率が高かった

(図５)。 

（４）乳製品の摂乳 

乳製品の摂取は、排便あり群の実施率が高かった

（図６）。 

 

３ 考察 

 対象者の 91%が退院後もセルフケア項目の実施

を継続することができ、そのうち 82%が術前の排便

習慣に戻すことができたと答えた。また、入院中の

排便回数と比較し、両群ともに退院後の排便回数が 

 

図５ 骨盤底筋体操を行った人（n=25） 

 

 

図６ 乳製品を摂取した人（n=25） 

 

増加していることから、セルフケア指導とその継続

が、患者の排便促進に効果があったと考える。退院

後の排便状況においては両群ともに1日1回以上の

排便がみられていることから、術後 3 日目までの排

便の有無は退院後の排便習慣には大きく影響して

いないことが分かった。 

 一般的に便秘予防として水分摂取量は 1～1.5 L/

日が推奨されている。食物をよく噛むと、噛む運動

に伴って循環が促進されるだけでなく、味覚や嗅覚

の刺激で自律神経系の活性が高まり、消化管の腺活

動が高まって消化酵素が増えるといわれている。ま

た、乳酸菌は腸の善玉菌を増やして腸内を健康に保

つ働きがある。これらの 3 つのセルフケアは、実施

率が高く、退院後も継続できていた。野村らは 3)、

患者の在院日数が短縮され、早期退院となっている
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現状では、治療による合併症や身体の異常を患者が

自分自身で判断し、対応をしなくてはならず、患者

自身に身体状況を理解してもらうために、これまで

以上にわかりやすい説明が必要と述べている。今回

の研究で、術前から腸閉塞や排便コントロールにつ

いて説明をし、セルフケアノートを使用したことで

短い入院期間で排便調整への意識付けと患者自身

の取り組みを促すことができた。 

 庄らは 4)、排便への意識づけは、知識や技術を一

方的に押し付けるのではなく、患者が導いた結果が

現状に合っているのか一緒に考え、患者の排便に関

する症状体験を理解し、それに応じたアドバイスを

おこなうことで、患者の自律欲求を損なうことなく

サポート役に徹することができると述べている。水

分摂取量は、入院中・退院後ともに排便なし群が多

かった。これは、排便なし群が排便コントロールが

うまくいかないことから、意識的に取り入れる人が

いたものと考える。骨盤底筋体操は、骨盤の筋肉を

強化する目的で有効であるといわれているが、他の

項目に比べて排便あり群・なし群共に実施率が低か

った。その理由として、骨盤底筋体操自体が非日常

的な行動であること、壮年期の女性であり社会や家

庭での役割があるため忙しく、自分の時間をゆっく

り確保することができず、生活の中に取り入れるこ

とが難しかったと考える。そのため、今後は実施し

やすい体操方法を考える必要がある。乳製品は比較

的手軽に購入・摂取できるため、排便あり群・排便

なし群ともに継続して摂取できている人が多かっ

た。 

 今回の研究を日々の看護ケアとして実践したこ

とで、患者の QOL の向上に繋げることが出来た。

今後も、セルフケアノートにより、自分自身の排便

状況を可視化することで視覚的に意識付けを行な

いながら、患者の生活習慣にあった排便促進方法を

検討していきたい。 

 

４ 結語 

 排便あり群、なし群共に看護者から必要な知識を

得ることで、91%が退院後もセルフケア項目を継続

でき、うち 82%が術前の排便習慣に戻すことができ

セルフケア教育の効果がみられた。1 日 1L 以上の

水分摂取、30 回以上の咀嚼は排便あり群なし群と

もに退院後の継続率は高くなっており教育の効果

が得られた。骨盤底筋体操は入院中退院後ともに実

施率は低く、とくに排便なし群では実施されない。 
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