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１．はじめに 

前報では、認知症高齢者の在宅生活においてトイレで

の排泄、浴室での入浴に関して生じた困りごとの概要を

報告した。本報では、困りごとと対応の詳細を報告する。 

２．分析方法 

トイレでの排泄は自由記述 43 事例 139 項目をその内容

からトイレに至るまで、排泄準備、排泄動作、後始末、

他に分類した。さらにその内容別に困りごと、原因、困

りごとへの対応方法（人的対応、環境の工夫）に整理し

た。浴室での入浴も同様に自由記述 52 事例 89 項目を入

浴前、入浴動作、入浴後、他に分類、整理した（表 1）。 

３．結果 

３-１．トイレでの排泄 

３-１-１．トイレに至るまで 

困りごとは家の中の徘徊やトイレ以外で排泄すること

による衣類や部屋の汚れが多かった。原因は位置関係の

把握が困難などの認知機能の低下があげられた。対応方

法は家族やヘルパーによる誘導などの人的対応から、動

線上に手すりを設置するなど環境面での工夫も見られた。

一方、勝手に移動する、転倒しやすい場合は、介護者が

早期に発見できるよう徘徊感知器が利用されていた。 

３-１-２．排泄準備 

困りごとは便蓋を上げず排尿、着衣のまま排尿など衣

類・部屋を汚すことが大半だった。原因は認知機能の低

下が多く、対応方法は更衣介助や声掛けの他、便蓋を外

す、夜間照明点灯、失禁対策（清掃しやすさ）があった。 

３-１-３．排泄動作 

困りごとは便器の浅座り、立ったまま排尿等によるト

イレ内を汚すことが最も多かった。原因の１つに手すり

の位置が不適当と環境面での回答がみられた。対応方法

は誘導や見守り・声掛けが中心だが、便器に適切に座れ

るよう手すり位置に配慮した例もあった。 

３-１-４．後始末 

困りごとはリハビリパンツ・パッドを隠す、トイレに

流すなど適切な処理ができないことや、体の汚れに気付

かない、拭けない、水を流せないなど排泄処理に関する

記述が多かった。原因は認知機能の低下の他、くみ取り

式の和式便器を利用していたなど生活状況の変化があげ

られた。対応方法は見守り・声掛けが中心で習慣や生活

歴に考慮し、ゴミ箱の設置により対応した事例もあった。 

３-２．浴室での入浴 

３-２-１．入浴前 

困りごとは入浴する気にならない（入浴拒否）で、35

事例すべてから回答があった。原因は認知機能の低下や

家族の認知症への理解不足、独居など介護力の低下があ

げられた。対応方法はデイサービス、ショートステイな

どの通所・入所サービスや訪問サービスが多く、ヘルパ

ーや看護師などの専門職による入浴が主となっていた。 

３-２-２．入浴動作 

困りごとは入浴手順が理解できない、体・髪を洗えな

い、浴槽の出入りができないなど多岐に渡る。原因、対

応方法は前述の入浴前と同様。対応の 1 つに液体石鹸容

器の区別の必要がない全身シャンプーの利用がみられた。 

３-２-３．入浴後 

困りごとは着衣順がわからない、同じものを着るなど

の更衣の混乱や体を拭けないことだった。原因は認知機

能の低下が主で、対応方法は通所サービス、見守り・声

掛けなどの人的対応のみで環境の工夫はみられなかった。 

４．考察 

トイレでの排泄は、衣類や部屋の汚れが深刻な問題で

対応に苦慮している様子がうかがえた。排泄は当事者の

自尊心を傷つけず、できることを増やすことが重要であ

る。介護負担軽減のために清掃しやすい床や壁、便器な

ど環境面での配慮は欠かせない。自動便器洗浄や自動便

蓋開閉など機能付便座の利用も見込まれるが、失禁によ

る故障や使用歴のない製品への対応に注意が必要である。 

浴室での入浴は、家族での実施が困難で介護サービス

を利用している状況が明らかになった。一方、居住環境

の課題や工夫については十分な把握に至らなかった。 

５．まとめ 

認知症高齢者の在宅生活支援には、疾患、家族状況、

生活歴、居住環境など、さまざまな情報を収集すること

が重要である。本報では介護支援専門員を調査対象とし

たが、在宅生活を支援する他の専門職からも意見収集し、

多角的な支援ができるよう今後も調査・研究を進める。 
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困りごとへの対応方法

選択肢回答 自由記述 [ ] 人的対応　《 》環境の工夫

トイレの場所がわからない

（15）/間に合わない(6）/尿
便意を伝えられない(3)/転

倒しやすい(3)

【家の中の徘徊】トイレの場所がわからない(4)/

夜間トイレの場所がわからない(3)/声掛けなどの

誘導がないとトイレに行けない(3)/転居等で部屋

が変わり混乱する(1)　【衣類・部屋を汚す】トイ

レ以外（玄関、浴室、廊下など）で排泄する(4)/失
禁により汚す(2)　【勝手に移動する】トイレに行

けると思い込み移動する(2)　【転倒しやすい】(3)

【失禁】(3)【尿便意を伝えられない】(2)

【認知機能の低下】認知機

能の低下(5)/位置関係の把

握困難(4)/自分でできると思

い込む(3)/指示しないとでき

ない(2)/動作がスムースにで
きない(1)/意思疎通困難(1)

【環境変化】(3)　【医学的理

由】ADL低下(2)/未受診(1)

[誘導]誘導(6)/時間排泄(2)/車椅

子(1)　[見守り・声掛け](3)　［通

所・入所サービス](3)　[医学的対

応](3)　[訪問サービス](2)　《動線

確保》動線上に手すり等(6)　《見分
けやすさ》(3)　《福祉用具》(3)

《早期発見》徘徊感知器(2)/他(1)

《失禁対策》(1)　《衣類の工夫》(1)

着衣脱げない(4)/便蓋を上
げられない(2)/便器・便座

の位置がわからない(1)/便

座の座り方がわからない

(1)/間に合わない(1)

【衣類・部屋を汚す】便蓋を上げず排尿(2)/便
器の座り方がわからなく周囲を汚す(1)/便が付

着したリハビリパンツを脱ごうとし汚す(1)/便器の

上に着衣のまま排尿(1)/排泄手順がわからない

(1)　【着衣脱げない】(2)　【失禁】(1)

【認知機能の低下】認知機
能の低下(3)/自分でできると

思い込む(1)　【医学的理

由】覚醒レベルの低下

(1)/ADL低下(1)

[更衣介助](1) [医学的対応](1)
[通所サービス](1) [信頼関係構

築](1) [声掛け](1) 《便蓋外す》(2)

《見分けやすさ》照明(1)/貼紙(1)

《衣類の工夫》(2) 《失禁対策》(1)

排
泄
動
作

排泄手順がわからない(5)/

間に合わない(5)/便器・便

座の位置がわからない(5)/
便座の座り方がわからない

(3)/排泄行為を理解できな

い(2）/尿便意を伝えられな

い(1)

【衣類・部屋を汚す】失禁でトイレを汚す(3)/便

器に浅く座り汚す(2)/立ったまま排尿し周囲を汚

す(2)/便器に排尿できない(1)/便器に近づけず

汚す(1)/便器周辺を汚す(1)　【排泄手順がわか

らない】トイレに行くが次の動作がわからず立っ
ている(1）/指示しても行えない(1）/指示しないと

できない(1）/貼り紙を理解できない(1）/トイレの

使い方を忘れている(1）/排泄手順がわからない

(1）　【排泄行為を理解できない】トイレに行くも
出ようとする(1）/便器に座らせてもわからない(1）

【認知機能の低下】認知機

能の低下(5)/意思疎通困難

(1)/新しい指示が入りにくい

(1)/距離感がつかめない(1)/

習慣の変更不可(1)/指示し
ないとできない(1)　【環境】

手すり位置不適当(1)

[誘導]家族やヘルパーが誘導(3)/2

人介助(1)　[見守り・声掛け](5)

[訪問サービス]ヘルパー(1)　[通

所・入所サービス]デイサービス

(1)/ショートステイ(1)/小規模多機
能(1)　《環境整備》手すり(2)　《早

期発見》徘徊感知器(1)　《失禁対

策》洗える履物(1)

後
始
末

リハビリパンツ・尿パッドの

処理ができない（16）/間に

合わない(13)/尿便意を伝
えられない(10)/排泄物の

処理ができない（ろう便）

(6)/水を流せない・ボタンを

押せない(5)/拭けない(5)/
衣類を上げられない(5)/手

洗い動作の混乱(4)/体の

汚れに気づかない(4)/排泄

手順がわからない(1)/更衣

手順がわからない(1)/介護
拒否(3)/転倒しやすい(1)

【リハビリパンツ・パッドの処理できない】処理

できない(4)/隠す(4)/トイレに流す(3）/便器で洗

う(1)/汚れたパンツを放置(1)　【排泄処理】体の
汚れに気付かない(6)/拭けない(4)/便をすくう

(2)/温水洗浄便座の操作がわからない(2)/水を

流せない（2)/素手で便を拭く(1)/便失禁を対処し

ようとし部屋中付着(1)/便を触る(1)/使用後のトイ

レットペーパーをしまう(1)　【衣類・部屋を汚す】
失禁により汚す(6)/リハビリパンツ処理できず汚

す(2)/便が手につき汚す(1)　【更衣の混乱】更

衣理解できない(6)/更衣拒否(5)/衣類をあげられ

ない(3)/衣類の着用順がわからない(1)/衣類を
上げきれず歩き転倒しそうになる(1)　【手洗い動

作の混乱】便器で手を洗う(2)/手を洗えない(1)

【認知機能の低下】認知機

能の低下(8)/汚れ物の対処

能力低下（3)/自分でできると
思い込む(2)/身だしなみ気に

しない(1)/手洗いをあわてる

(1)/意思疎通困難(1)/手洗い

と排水の区別できない(1)/オ

ムツを外す(1)/習慣の変更
不可(1)/指示しないとできな

い(1)　【環境】昔の便器と異

なる(2)　【介護力の低下】

(4)　【医学的理由】ADL低下
(3)/覚醒レベル低下(1)/未受

診(1)

[見守り・声掛け](13)　[通所・入

所サービス](6)　[誘導]時間排泄

(3)/誘導(2)　[更衣介助](4)　[医学
的対応](3)　［訪問サービス］(3)

[後始末介助](2)　[信頼関係構

築](1)　《失禁対策》紙パンツ・パッ

ド(5)　《福祉用具》ポータブルトイレ

(2)/しびん(1)/拘束パンツ(1)　《用
具》ゴミ箱(2)/温水洗浄便座の電源

切る(1)/ペーパー1回分準備　《見

分けやすさ》貼紙(1)/色つき水(1)/

シール貼付(1)　《早期発見》徘徊
感知器(2)　《環境整備》手すり(1)/

片付け(1)　《衣類の工夫》(1)

ペーパー切れない(1)/便器

から立ち上がれない(1)

【ペーパーをホルダーから外す】(1)　【便器か

ら立ち上がれない】(1)

［見守り・声掛け］(2)

入
浴
前

入浴する気にならない（入

浴拒否）(35)/入浴行為が

理解できない(4)/体に触れ

られることを拒む(3)/更衣・
整容・保清を嫌がる(3)/脱

衣・着衣ができない(1)/入

浴手順が理解できない(1)

【入浴拒否】長期間入浴せず、さまざまな理由で

拒否する(21)/入浴する気にならない(6)/入浴拒

否し怒る・騒ぐ(5)/入浴拒否(3)　【入浴行為を理

解出来ない】(4)　【更衣の混乱】体に触れられ

ることを拒む(3)/更衣拒否(3)/更衣できない(1)
【入浴手順が理解できない】(1)

【認知機能の低下】認知機

能の低下(8)/自分でできると

思い込む(5)/衛生面の理解

力低下(4)/意欲低下(3)/入

院による入浴方法の変化(2)/
他(5)　【介護力の低下】(7)

【医学的理由】ADL低下(2)/

他(2)　【環境】(2)

[通所・入所サービス]デイサービ

ス(20)/ショートステイ(2)　[訪問

サービス]ヘルパー(6)/訪問看護

(2)　[声掛け](5)　[誘導](3)　[介護

者変更](3)　[医学的対応](1)
《福祉用具》シャワーチェア(3)/事

前準備(1)　《環境整備》手すり(1)/

段差解消(1)/片付け(1)　《用具》(2)

入
浴
動
作

入浴手順を理解できない

(7)/体・髪を洗えない(6)/浴

槽の出入りできない(5)/水

栓・シャワーを操作できな

い(4)/入浴を繰り返す(4)/
湯温が理解できない(2)/液

体石鹸容器の区別ができ

ない（2)/お湯につかれない

(1)

【入浴手順が理解できない】(7)　【体・髪を洗
えない】(5)　【浴槽の出入りできない】出られな

い（2）/出入りできない(1)/立ち上がれない（1）/

出るタイミングがわからない(1)　【水栓等の器具

操作できない】シャワー操作できない(2)/湯を出

しっぱなしにする(1)/給湯器操作できない(1)
【入浴を繰り返す】(4)　【湯温が理解できな

い】熱湯を使う(1)/20～30度でないと熱いと騒ぐ

(1)　【液体石鹸容器の区別ができない】(2)

【湯につかれない】(1)　【洗い流せない】(1)

【認知機能の低下】認知機
能の低下(10)/理解力低下

(1)/入院による入浴方法変化

(1)　【介護力の低下】介護

者が日中就労により独居(2)/

高齢(1)/小柄(1)　【医学的
理由】ADL低下(2)

[通所サービス]デイサービス(10)
[訪問サービス]ヘルパー(4)　[見

守り・声掛け]見守り・声掛け(3)/促

し(2)/液体石鹸容器の区別(1)　《福

祉用具》シャワーチェア(2)/浴槽内

台(1)/リフト(1)/事前準備(1)　《用
具》本人専用石鹸(1)/全身シャン

プー(1)　《環境整備》手すり(1)/紐

の工夫(1)

更衣の混乱(4)/脱衣・着衣

ができない(2)/体を拭けな

い(1)

【更衣の混乱】着衣順がわからない（2)/更衣で

きない(1)/何枚も重ね着する(1)/同じ服しか着な

い(1)　【体を拭けない】(1)

【認知機能の低下】(3)　【医

学的理由】ADL低下(1)

[通所サービス]デイサービス(3)

[見守り・声掛け](2)　[更衣介

助](1)

リスク回避(2)/汚れた衣類
処理(1)/転倒しやすい(1)

【事故予防】(2)　【汚れた衣類の処理】汚れた
下着をしまう(1)　【転倒しやすい】(1)

【認知機能の低下】(1)　【医
学的理由】ADL低下(1)

[通所ｻｰﾋﾞｽ](2) [訪問ｻｰﾋﾞｽ](1)
[見守り](1) 《環境》折戸交換(2)

原因

浴
室
で
の
入
浴

ト
イ
レ
で
の
排
泄

困りごと

（ ）内の数字は事例数表 1 トイレでの排泄・浴室での入浴に関する困りごととその対応方法 

(43) 

(52) 

(20) 

(6) 

(14) 

(31) 

(35) 

(21) 

(6) 

(4) 

(2) 

他 

他 

ト
イ
レ
に
至
る
ま
で 

排
泄
準
備 
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