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抄 録

研究目的法，オストメイトが旅行をする際の錆えをあきらかにすることである O 情報提供者には研究参加に

関して書面による同意が得えられた 大腸がんでストーマを造設した 8名である O データ収集は半構成質関紙

(semi-structured interview) を用いたインタビューを実施し，その内容を逐語化し分析した。その結果， 1) rスト

ーマセルフケアの備えjと， 2) r心の錆え」の 2つのカテゴリーを抽出した。1)には，①体譲の管理，②排便

のコントロール，③適時の処理，延長漏れの対策の 4つのサブカテゴリーが含まれていた。 2) には，①信念，(2)

安心惑という 2つのサブカテゴワーが含まれていた。

本研究で得られた結果は，オストメイト自身の体験から得られたものであり，これらの結果は，オストメイ

トの相談の場などで，指導や教青に組み込むことができ，社会復帰に活用できるものである。
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緒言

淳生労働省「人口動態統計」によると， 2004年の

E本の死因第一校は 悪性新生物である。悪性薪生物

の中でも，大腸がんの死亡数は年々増加し， 35，000人

を超える1)。ストーマ造設患者(以下，オストメイト

とする)は， 10万人とも 12万人ともいわれているが，

その実数は不明である O 厚生労働省 fH16年度福祉行

政業務報告J2) によると 身体障害者の補装異交付件

数のうち，ストーマ用装具件数は 1，371，000件を超え

る。

オストメイトは，疾患により排港口の変更を余儀な

くされた内部揖害者であり また 造設街を受けた以

降に，生活習慣の変更を強いられる中途揮害者である。

オストメイトは，退院後，ストーマ 1)ハゼワテーショ

ンを行い，通常の生活を取り戻す。ストーマでの生活

に慣れ余裕が出てくると 旅行を試みるオストメイト

もL瓦る。

「海外への日本人の出冨状況J3) によれば， H17年

の出留は 17，403，000入を超え，この中には海外旅行の

目的の人もj多いと推察される O 一方，国内における

宿泊観光・レクリエーション旅行の異体的な人数は資

料が無かったが，当然海外旅行より多くのひとが旅行

をしている。自内外ともに多くの人々が旅行をしてい

る。オストメイトも数多くのひとが旅行をしているこ

とは窺い知れるところである。なお， f最初の旅行は

(可畿なら海外は特に〉看護師など豆療関係者と同行

できればより安心である。慣れてくれば，気のあった

オストメイト同士，夫婦でと言うように，自分たちだ

けで楽しむのもよpoJという事であり，支援の参考

になる。

旅行は，余暇活動の一つであり， 1国人の自的にもよ

るが，普段の生活から離れ気分転換が図れるものであ

るO 日常生活から離れることは，普段と異主る環境iこ

身を置くことになる G そのため旅行をする際には，旅

行日程や生活パターンに患いを巡らしながら準備をお

こなう。排便習慣が健常者と異なるオストメイトは，

旅行をする上でどのような備えをしているのであろう

か。ストーマケアに関する著書 4)，5)， 6)や，日本のオ

ストメイトの全国組織である「日本オストミー協会j

のホームページには旅行に関する簡単なアドバイスが

ある。オストメイトの旅行に関して， Pub Med 1990 

年-2006年， Cinahl 1982年-2006年で検索の結果，

旅行については，ストレス iこ関する研究 7) と患者教

育に関する研究 8)の中で触れているものが 1件ずつ

あったが，旅行に焦点をあてたものでは会い。総説で

は，旅行のアドバイスをしているものが 2件的， 10) あ

った。冨内では，旅行をとおして，医療従事者側から

述べているものが 3件 11)，12)， 13)であった。しかしな

がら，オストメイト自身が語る中から，質的に研究し

た文献iまない。そこで，本研究では，オストメイトが，

旅行をする際に，実際にはどのような備えがなされて

いるか，ということに関心を持ち研究に取り組んだ

(今回は，得度も国内旅行，海外旅行経験のあるオス

トメイトの意見である〉。

I 目的

園内旅行，海外旅行を許画しているオストメイトに

とって，旅行の擦のヒントになり，旅行が楽しめるよ

う，今自の研究では，ベテランのオストメイトが，旅

行をする擦に，どのような構えをしているか，あきら

かにする。

用語の定義

1)旅行:個人・団体・家族同行・国内・海外旅行の

全てを含む(今回のインタビューは，海外旅行中

のインタビューである)。

2) ストーマ:沼化管や尿路を人為的に体外に誘導し

て造設した関放孔。前者を消化管ストーマ，後者

を尿路ストーマという。広義にはその勉に生じた

開放口を含む 14)。

3) オストメイト:ストーマを持つ入。造設されたス

トーマの種類により，コロストメイト，イレオス

トメイト，ウロストメイトなどとも呼ばれる 15)。

4) コロストミー:結腸人工旺門。ストーマの位量は

左髄腹部が多い 15)。

5) イレオストミー:屈賜人工旺円。ストーマの位霊

法右側腹部が多い 15))。

6) ウロストミー:尿路変更をした泌尿器系ストーマ

の総称。由競導管も含む 15)。

7)涜腸排便法:便通調整の一方法で，涜拐により定

期排便とする。イリゲーションともいう 15)。

8) 自然排便法:涜腸など人工的方法を用いることな

く，食事などで便通語整をすること 15)。

9)パウチ:ストーマからの便や尿を受ける袋 15)。

10)ストーマワハピリテーション:ストーマと合併症

の捧害を克服して自立するだけでなく，ストーマ

保有者の心身および社会生活の機能を毘復させる

こと，また，それを挺進する技術と方法 14)。

E 方法

底究デザイン:

本研究は，オストメイトが旅行をする擦の備えを明

らかにするための質的記述研究である。人間中心で，

全体論的な見方をする質的研究方法は，人間の経験に

ついての見方を深めることができる。全人的な見方に

立ち，その環境の中にある人々を見つめる看護職者に

とって脊効な研究方法である O 惑情や認識や行為は，
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質的な経験である O それらを論理的，分析的，客観的，

および量的に測ることは難しく，総合的，主観的，相

互作用的な捉え方が必要となってくる。このような観

点から，オストメイトが実擦に体験している行為を明

らかにすることを目的としている本研究では質的研究

方法を用いる。なお，情報提供者と法，ある文イヒやグ

ループの一員であり 自分の世界について自発的に研

究者に伝え，研究において讃極的な役龍をとっていく

人々のことを指すlh
本研究の対象者法 ストーマ造設患者のグループの

一員でるり，積極的かつ自発的に 自らおこなってい

る行為について語った。このような観点、から，情報提

携者とよぶことにした。

z情報提供者:

日本オストミー協会熊本県支部j主催の「第 7回日

中オストメイト交涜研修会(ハルピン・ 2001年 7月

20日-24日)Jに参加した 14名のオストメイトのう

ち，研究参加に同意の得られたオストメイト 8名。

事訴iこ訴修旅行に参加するオストメイトに，研究参

加依頼書および同意書を郵送した。務究への参加意思

は，研究者との初対面時に確認した。情報提供者は，

その持点で研究参加に同意のあったオストメイトと，

旅行中に訴究者の身分と研究の目的を説明し，研究参

加に同意書に署名が得られたオストメイトである。

データ収集期間: 2001 年 7 月 20 日 ~8 丹 15 日

データ収集方法:

研究参加同意書のフェイスシートをもとに， r旅行

をするにあたりどのようなことをしているかJ，r旅行

にはどのような条件が必要かjなどの質問を糸口仁

半構成質問用紙を用いてインタピューをおこなった。

インタビュー内容法同意を得てテープに録音し，逐語

録を作成した。さらに 逐語録を各情報提供者に郵送

し，確認・追加・穆正をf衣頼した。追加・修正のあっ

たものは，逐語録としてデータに追加した。

信理的配慮:

情報提供者に対し 研究に参加する上での論理的配

慮、として，以下の 10点について保証するとともに，

研究者の身分，インタピューで聞きたい内容などを紙

面で説明し，文書で屑意を得た。

同意書の内容泣①研究参加は自由意志であること，

②不参加・途中中訴で不利益を受けないこと，③イン

タビュー内容は研究以外で使用しないこと，@研究過

程ではプライパシーを厳守すること，①オストメイト

自身および同行する家族からインタゼュー拒否があれ

ばいつでも中止すること ⑤インタビューの呂数はオ

ストメイトの意志であること ⑦同意を得てテープに

録音すること，@録音した内容は文章化した上で内容

を確認していただくこと ⑤研究の発表時は霞名とす

ること，⑬研究終了時はテープに録音した内容はすべ

て消去すること，とした。

事前に上記の内容を含む研究参加荻頼書を送付し同

意の有無を尋ね，同意が得られたオストメイト(情報

提供者)には同意の署名を得ておいた。面接時にも，

再度口頭で説明，研究への参加意思の確認をし，同意

を得た O

分析方法:

分析の対象は，逐語化したすべてのデータである 0

1)逐語録とコード化:テープに録吾したインタビュ

ー内容を文書化し逐語録を作成した。逐語化したデ

ータを繰り返し読み テーマについて語られている

語句や文章をコード化した。さらに，追加・修正し

たものも同様の子JI債を踏み，検討し，コードをつけ

た。

2) コードとコードのクラスタリング:それぞれのコ

ードを比較し，類似したものをクラスタリングし

た。

3) コードのクラスタリングとラベjし付け:コードの

クラスタリングをおこなったものに，その意味内容

を示すラベルを付けた(コードのクラスタリングと

ラベル付け入

4) ラベルのクラスタリングとカテゴリー化:ラベノレ

を付けたものをさらに詑較し 類桜したものをクラ

スタリングし，抽象度を上げてカテゴリー化した

(ラぺんのクラスタワングとカテゴリー)。

E 結果

1 提供者の背景

情報提供者の背景を表 1に示した。 J情報提供者は男

性 7名，女性 1名で，年齢は 59-84義 (71:I:: 8.7歳)， 

ストーマ造設後の年数は 9-30年 (16.75:I:: 6.1年)で

あった。ストーマの種類は，コロストミーが 6名，イ

レオストミーが 1名 ウロストミーが 1名であった。

すべての情報提供者は 表 1に示すように旅行経験は

豊富であった。

2 オストメイトが旅行をする擦の借え

分析の結果，オストメイトが旅行をする擦に備えて

いることとして， 1) ストーマセルフケアの繕え， 2) 

心の構えの 2つのカテゴワーを見いだした。

1)ストーマセルフケアの備え

ストーマセルフケアの構えは、ストーマケアを容易

にするための対処が語られていた。これにはつ〉体調の

管理，(2)排便のコントロール，③適時の処理，@漏れ

への対策の 4つのサブカテゴリーが含まれていた(表

2)0 
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表 1.構報提供者の背嚢

ストーマ造設後の旅行経験呂数
ケース 性部 年齢 ストーマの謹類 衛後年数

海外旅行 冨内旅行

A氏 男性 6 7議 コロストミー 1 7年 9自前後 数えきれない

B氏 男性 7 7歳 コロストミー 1 8年 1 6昌 数えきれない

C氏 男性 7 6議 コロストミー 3 0年 7自前後 数えきれない

D氏 男性 7 7議 コロストミー 1 6年 6回 数えきれない

E氏 男性 8 4歳 ウョストミー 1 5年 7回 数えきれない

F氏 男性 6 4歳 コヨストミー 1 7年 数えきれない 数えきれない

G氏 女性 6 4議 イレオストミー 1 2年 5回 数えきれない

E氏 男性 5 9議 コロストミー 9年 7国 2 6回

表2. オストメイトが旅行をする擦の備え

カァゴリ サブカテゴリ

①体調の管理

1) ストーマセルフケアの構え
② 排便のコントロール

③適時の娃置

②漏れの対処

2) )むの{藷え
①信念

② 安 心 感

①体調の管理:

* 1下痢をしないように 生本法飲まない。でも下

痢をするケースがあるので自家製の梅のエキスを

持ってきてるんですよ(ケース B)J 
*1どうしても中自の食事は油ものが多くなるから，

それはやっぱり考えたほうがいいですね。まる，

野菜をとればね。中冨旅行の詩は少し油ものは控

えるね。家におるときはそんなことは考えたこと

がない(ケース D汁

* 1お酒はある程度は控えます。はい。体調でもね，

こわすと，皆さんに迷惑かけますからね。それこ

そ団体ですから。あまり気をつけないような形で

はおりますけどね。いや あのふつうより早寝雫

起きはしますかね。心がけではおるんですけど，

まあいっしょですね。あまち気を遣ったら，逆効

果になると思いますから(ケース c)J 
* 1早朝洗腸(毎日)のため早寝を心がけている。

飲酒は度の高いものは控え 夜遅くまで飲まない

ようにしている(ケース H)J

オストメイトは，旅行をするにあたり，下痢をし

ないように飲み物や食べ物を控えていた。

②排穫のコント Eーん

* 1体調もいいし 排{更もいい状態だなと患ったん

です。だから，しかし，中国，旅行行ったらどう

かなと，夕べ洗腸してね。もうどうということ誌

ないですけどね。だから，その洗揚した後のね，

5日くらい，出ない，大丈夫。だからそういう点

ではね自首持ってるからね(ケース A)J

* 1僕は生の牛乳をね コップに 2杯ぐーと飲むこ

とをしとるんですよ。旅行に行く苗の魂。乗る前

に出てしまうように。半分下痢だ。下剤。そうい

うことをやってる O 牛乳もふつうの牛乳ではなく

できるだけ?農いのo 4.2とか 4.3とか。そういう

濃いやつを，コップ2杯。一気に飲んで。冷たい

やつ。そうするとおなかが，があーと，一気に出

る。そう o 2 B間は出なp。全部出たらね。下病

状で，出たら。 2日間はまるまるもてるかな。ま

あ，一種の涜腸みたいだ。{ケース B)J 
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* 1洗拐したり，自黙排便法にしたり，半分半分。

洗揚もね，出発前にやってきますでしょ O まだ出

てないです。明日も出ない。帰ってちょうど出る

くらいo 4日に l[illくら t~o ちょうどいいんです。

昔から便秘症だから。いや 3 Bおきですね。 3

日おいて，泣い，洗拐しますから。一中略-そ

うo 2 Bは大丈夫ね。またあの，えっとね，ガー

ゼ、でも腹帯を締めとるけんね。-中略-そうで

すね。僕なんかは自然排慢でもいいしね，洗腸器

も語部だから持って歩か右い。 Kさんなんかは必

ず、持って歩きますけどね。自黙排便にもっていき

ます〈ケース c)J
コロストミーのオストメイトの中には， 1完1暴言下

便法や排便を促すものを飲用して，数百は排便の

ない状態が保てるように努めていた。

金適時の処理

* 1体憩時に法必ずトイレに行って排便の確認をし

ます。空港や屈舗など外出先で誌常にトイレの場

所を確認します(ケース A)J

* 1それから，これをするときの法ら，中冨あたり

だ、ったら紙があるかどうかわからないから，あの

ですね，新開のチラシの厚いの，あんきのを持っ

てきてる O したとき(著者注:便の建理の意味)

にそれで捨てる。ふつうの紙だったら便が， ，まら，

しみるでしょうが。チラシだったらしみないから

安心。それから，その，コップみたいな，やかん

みたいなのを持ってるわけですから，洗わんとい

かんですから(ケース D)J

* 1手提げ鞄に需時古い新聞紙とどニーん袋，板チ

リ，輪ゴム右どを忍ばせています。洗拐を過信し

て漏らすことがあるので用心のために持ってます

(ケース F)J 
オストメイトは，場所の確認や，必要物品を所

持するなど，あわてず処理できるように備えてい

た。

④漏れへの対策

* 1えーと，私汗かかない場合はね， 1週間くらい

は保つんですよ。だからね 旅行の出発前に替え

て，帰る前までは大丈夫。それでも，まあ予備と

してね， 2 ・3枚は持ってる O 一中略一信えあ

れば憂いなしでね。だからパウチをいつも持って

ればあの，すぐ処理ができるから(ケース E)J

* 1下着など着る物は常に多い自に持参するように

している。〈ケース B)J

* 1普段は，洗腸をしているのでラパックは装著し

ませんが，遠出の持拡用心のため装着しています。

旅行中は常時ラパックをつけています(ケース

F) J 
オストメイトは，誰もが，予期しない漏れのた

めの対策を立てていた。

2)心の備え

オストメイトは，旅行を十分に楽しむために心の備

えをしていた。これには舎信念 ②安心感という 2つ

のサブカテゴリーが含まれていた。

①信念

* 1-前略ーだからやっぱりそういう失敗を，あ

ーもうだめだということで後ろ向きになるかね，

前向きになるかだね。それじゃいかんとね，そこ

だと思うんだよね。-中略一心配をしてね，あ

ーもうだめだ，行ったら失敗するんじゃないかと

ね，そういう心配してお，行くのと， f奄は大丈夫

なんだってね，自己暗示をかけてね，そうすると

違いますよ O だからね やっぱり気持ちの問題も

あるし，そういう自告を持って行くのと，心配し

ながら行くのとではずいぶん遣うと思う O そう G

なんやかや，自信がね。自分に言い聞かせながら

ね(ケース A)J

* 1失敗は絶対ないように平生しとるからお。旅行

には，岳分は大丈夫だと思うことが必要だね。そ

うじゃないと楽しさが半減する(ケース B)J 
* 1詣に前向きに考えることが大事だし，問題意識

を持って準儲したり 解決策を考えておくことも

大事だと思う(ケース H)J

オストメイトは旅行をする上で，前向きに考え

ること，自信を持つこと，自分は大丈夫だと思う

ことなど，信念の必要性を述べていた。

②安，む惑

* 1日中オストメイト交流会の旅行は，安心して楽

しめる旅行なので ありがたい極みです(ケース

A)J 

* IB中オストメイト交流会は，塁療従事者がた三

さんついてくださっていますので，大変気が主

です。-中略-下痢をした00さんはラパック

が底をついて，私の余分に持っていたものからお

裾分汁してあげました(ケース F)J

* 1不安は立Lミ。全部同病者で，お医者さん付き，

看護婦さん付きだから O 一中略- この旅行に限

って法心配してないです(ケース D)J

* 1お家でもみせられないのをね，みんな爵じ同病

者だから，見せ合ってね，けっこうね，語り合っ

てね，やってるから，楽しいですよ(ケース E)J

* 1オストメイトとの旅行は トイレの時間が安心。

ゆっくりでも大丈夫(ケース G)J

* 1旅行は一人ではなく 家族で参加する迂うが安

心度が大きい(ケース H)J

オストメイトは，旅行が，オストメイト同士で

あることや，~療従事者や家族の同行することの

安心惑について述べていた。

月

i
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U 考察

1 オストメイトが旅行をする擦の備え

オストメイトが旅行をする擦の備えとして， 1) ス

トーマセルフケアの備え， 2)心の構えの 2つのカテ

ゴリーを見いだした。 以下 それぞれのサブカテゴワ

ーごとに考察する。

1)ストーマセルフケアの備え

①体爵の管理

オストメイトは， r下痢をしないように，生水は飲

まなpoJ，r中国旅行の持は少し油もの法控える。jな

ど，下痢をしないように飲み物や食べ物に注意を払い，

また「お酒はある程度は控える。体調をこわすと，皆

さんに迷惑をかける。ふつうより早寝早起きをするよ

う心がける。」や「毎朝の洗腸のため，早寝を心がけ

るO 飲酒は度の高いものは控え 夜遅くまで飲まない

ようにする。」と述べているように 睡眠時間や飲酒

を考恵するなど，体調の管理をおこなっていた。一般

的に旅行は，生活パターンの変化により， t建常人でも

体調を崩すことがある。旅行中体調が崩れると，旅行

を楽しむ気分は半減する O 旅先では その国やその土

地の名物を食べようと 普段以上の暴飲暴金で体調が

崩れる。また，仲間たちとの語らいで時間を忘れ，睡

眠不足になりがちで そのため疲労が蓄積し体調を崩

したりする O 体調が崩れると 本人が楽しめないばか

りでなく，同行している人々も心配することになり，

「罵りの入に迷惑をかげたJI来なL斗まうが良かったの

ではjと精神的にも落ち込み，自室喪失にもなりかね

ない。適量を超えた食事は下痢のもととなる。また

生本は海外ばかりでなく国内でも下痢の原因となりか

ねない。特に上水道が完錆されていない海外の生本は

食中毒の恐れもある。下痢は 体力を消耗するととも

に，オストメイトにとっては頻国な処量が必要となり，

漏れや臭いなどの不安の要因ともなる O 団体旅行など

の場合，集合詩語などの時間の制約で落ち着いて対処

できなかったり，移動中誌個人の都合のままにすぐに

トイレに行け者いことも多い。海外の，オストメイト

に向けた旅行のコメント 17)，18) には距離パスに乗車

する際は， トイレ付のものがよt':IJとアドバイスして

いる O しかし， ~必ずしもいつもそういったパスを選択

できるとは限らない。処賓のためにトイレ休憩を多く

すると，旅行行程を変更することになりかねず，自分

のために飽者に迷惑をかけではなら立いと我慢をす

る。その間， r漏れるので誌ないかJ，I臭いで他の入

に気づかれるのではないかJ，と不安を抱えたまま過

ごすことにもなりかねない。漏れた場合には，パウチ

のみならず衣撮まで交換することになり，その対処は

煩雑となるばか与でなく 恥ずかしさとともに「他人

に迷惑をかけたjという精神的な負担と右る O また

下痢により体調を崩し医療施設に受診した場合など

は， I自己管理がうまくいか立かった」という自信喪

失も起こり得る。体調を崩したために見たいものもみ

られず，聞きたいことも露けず，食べたいものも食べ

られず，あげくにはホテルで寝て過ごすことにもなる。

最悪の場合，入読ということも免れない。これでは楽

しいはずの旅行が辛いものとなる O 金城氏 19)は， I途
中で私法下痢をもよおしラパックに排濯が始まった。

やがて車内でざわめきが始まった。-中略ーパスの

窓は開閉がきかない観光用のパスである。私は腕を組

んで寝たふりをしてざわめきを無視，辛い旅だった。j

と辛い捧!験を述べている。このように，体調を崩すと

いうことは，オストメイトの身捧冨・精神面に影響を

及ぼす。旅行における体調の管理は 身体的・精神的

安寧を留るという点で重要である。

②排便のコントロー}v
排便のコントローんは ケアの容易さにつながる。

沼化器ストーマのうち涜腸排便法が適応できるの誌S

状結腸ストーマや下仔結腸ストーマである。「その洗

腸した後のね， 58くらい，出ない，大丈夫。jと述

べているように，旅行前に涜腸排f更法を実施し腸内容

物を排出すると，数B関{更のない状態が保て，旅行中

のケアにかかる手間が省ける。涜腸排便法をしていて

も念のためにパウチを装着している場合は，ガス抜き

のみですみ，パウチを装着せずガーゼ付鉾創膏などの

貼付であればそれすらもない。涜腸排便法の適応、スト

ーマであっても，下痢の場合や疲れているときなどは

洗腸をしない{まうがよい 5)ので 下痢や疲労の予防

など体調の管理が必要である。涜腸排便法は，個人に

よって異なるが，物品の準備から便排出完了まで 1時

間前後の時間を要する O また，涜腸排便に費用する温

湯は，飲用可能なものがよいため， 8本で辻本道本で

よいが，海外などではミネラル本などの調達が必要と

なる O 涜腸排便に{吏用する用具も一式必要であり，旅

行の荷物は増える。涜競排便法は 時間と場所の確保

が必要なため，宿泊施設が共同トイレの場合は，混み

合う時間を避けるなどの配慮、も必要である。このよう

な観点から，可能なら， トイレが鱈人使用できる留室

を選んだり，家族が同伴する場合は同室にするなども

一工夫である O 旅行中の涜腸排便法の実施は，普段慣

れた手技であっても 普段どおりの時間で終了しない

こともあるため，時間に余諮を持つことが必要である O

個人旅行は時聞の融通がきくが 団体旅行では時間の

制限があるので，ゆとりを持った時間配分を計画する

必要がある。「洗腸したり，自然排f更法にしたり，半

分半分。僕なんかは自然排便でもいいしね，洗腸器も

面倒だから持って歩かない。jと述べているように

涜腸排便法と自然排便法のどちらでも選べるオストメ

イトは，旅行中自然排{更にすることもできる。もちろ

ん，早朝や夜間に涜腸排便法をおこない，昼間の旅行

に備えている入もいる O 手t~後の排便は，半年から 1 年

。。つd-
i
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経過すると腸の動きもiまぼ正常となり，回数も落ち着

き，腸の習慣も健康時の状態に戻る人が多い。そのた

め，読腸排便法をおこ立わないオストメイトも，食事

やストレス，体調と排便状況との関連を把握しておき，

体調や食事に注意を払うことで排覆のコントローん

が可能となる。「生の牛乳を，コップに 2杯ぐーと飲

む。旅行に行く前の晩。乗る前に岳てしまうように。

半分下療だ。そういうことをやってる o 2 B関は出な

い。全部出たらね。Jと述べているように，オストメ

イトは，日常の食生活で 下痢を起こす金べ物を体得

し，排便のコントローんに役立てている。排便をコン

トロールできれば排便時需などの予i闘がたちケアは

容易となり，旅行を十分楽しむためには，排便のコン

トロールが必要である。

③適時の是置

旅行中，特に移動時はいつでもストーマの廼理がで

きるとは限らない。目的地に着いたらまずトイレに行

き，出発前には再度トイレに行く立ど，こまめに処置

をしておくことが必要である。阪本 15)は「到着した

らまずトイレを確認しておき，いつでもあわてずに排

濯の処理ができるようにしておく J とアドバイスを

している。「休憩時には必ず先にトイレに行って排痩

の確認をします。空港や届舗など外出先では常にトイ

レの場所を確認します。jと述べているように， トイ

レ徐態、を含め見学場所ではトイレの確認をしておくこ

とで，いざというときには処理が可能となる c また，

こまめに処理をしておくことは，排梗や排ガス，排尿

によるパウチの膨らみの不快感を軽減するとともに，

漏れの防止にもつながる O こまめに処理をするために

は，処理するための用具が必要であり，常時それらの

ものを所持しておくことが大切である o r手提げ鞄に

常時古い新聞紙とビニール袋，板チリ，輪ゴムなどを

忍ばせています。洗腸を過信して漏らすことがあるの

で用心のために持ってます。Jと述べているように，

処理するための用具の準稿は 自然排便法はもちろん

のこと，涜腸排便法であっても，突然の排梗に対処で

きる。さらに，いつでも対処できる準備をしておくこ

とで，あわてることなく処理できるという安心感につ

ながる。処理できるときに処理すること，処理のため

の準錆をしていることは旅行においては重要なこと

である。

④漏れの対策

予期しない漏れは 処理に時間を要するばかりでな

く，臭いや恥ずかしさをともなう。 r予嬬として，

2 ・3枚は持っている O パウチをいつも持っていれば

すぐ処理ができる。Jと述べているように，オストメ

イトは余分にパウチを持参し 常に所持をしている。

これは，漏れのための予定外のパウチ交換を考えた場

合必要なことである。パウチはどこの薬局でも販売し

ているというものではない。取り扱っている業者に連

絡を取らなくては立らず，海外ではなおさら入手は盟

難となる。自分が使用しているパウチを余分に準備し

ておくことは重要である O また，小分けして，いつも

手元に持っていることで 漏れた場合に処理ができる

という安心惑がある o さらに パウチのみならず，

「下着など着る物は常に多いEに持参するようにして

いる。jと述べているように 漏れた場合の衣服への

汚染に対する対策も大切である。少量の侵や尿の付着

でも，臭いは気になるものであり，衣服を交換するこ

とが望ましい。連泊の場合は宿泊先のホテルで洗濯や

クリーニングが可能な場合もあるが 衣服を多めに準

備しておくことは 精神的にも安J心である。旅行中は

普段の生活とは異なる生活パターンとなるため，体謁

の変化により排、濯のパターンも変わる場合ある。「普

段は，洗践をしているのでラパックは装着しませんが，

旅行中は常にラパックをつけていますJ は，涜腸排

便法で数日間{更が出ないことがわかっていても，万が

ーのことを考えた対策である。いつもなら涜腸排便法

で排便のない期間でも 予測できず排便が起こること

もあ号，そのための対策を立てることは，精神面でも

安心である O オストメイトはこまめに処置をし，漏れ

がないように気を配るとともに 万が一漏れた場合を

考え対策を立てている。旅行中の漏れへの対策は，撮

れに対する不安を軽減し 精神的安寧につながり，重

要なことである O

2)心の競え

①信念

if奄は大丈夫なんだと自信を持って行くのと，心配

しながら行くのとずいぶん違うと思う。そう。なんや

かや，自信がね。自分に言い聞かせながらねJ，r旅行

には，自分は大丈夫だと思うことが必要。J，r常に詰

向きに考えることが大事。jと情報提供者は強い気持

ちを持つこと，すなわち，信念の必要性を述べている。

その信念は，オストメイト自身の自常生活での経験に

もとづくものである O 普段の生活の場で起こる様々本

出来事や問題に対処し 成功体験や失敗体験をとおし

て，失敗のない方法を習得する。「失敗は絶対ないよ

うに平生しとるからねJ という言葉で表されている

ように，普段から失敗をしないよう心がけることで，

自分は大丈夫だという信念がうまれる O 人前での失敗

は，恥ずかしく，惨めで、情けない，悔しp患いをする

が，失敗を恐れたり，不安を抱えながらでは，せっか

くの旅行も楽しさは半減する。そのため，一度や二度

の失敗に悲観せず ‘旅の恥はかき捨て' くらいの気

持ちを持ち，失敗は次へのステップと前向きに考え，

‘自分は失敗はしない 失敗しても手だてがある'と

思う強い信念が旅行には大切で、ある。阪本 4)の「オ

ストメイトからの手紙jの中に，主治医からの誘いで，

一生電車に乗れないと思っていたオストメイトが不安

を感じながらも電車で会合に出席し 元気で生き生き

ハ
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とされている勉のオストメイトを見て感激し，灰色だ

った心の中がバラ色になったというくだりがある。ま

たこのオストメイトは その後も学習会や会合などに

参加していることが文面から伺える。このことは，乗

れなかったと患っていた電車に乗れたこと，生き生き

と活動しているオストメイトに出会ったことで，自分

にもできるんだという気持ちになったことを示してい

るo Stuchfieldll)は “よい体Bにするには計画が重要

であり，いったん対処できれば自信が生まれる"と述

べている。オストメイトとして特に排滑に関する準備，

特に排便や排尿の装具を念入りに行うなど旅行の計画

を立て，一度旅行を無事に終えることができれば，そ

れが昌信となり，ひいては信念につながる O 旅行をす

るためには，告分は大丈夫であるというような，強い

思いすなわち信念を持つということは大罪なことであ

るO

②安，心感

安心できる旅行は健常者であっても求めるところで

ある O 情報提供者は 産師と看護師が同行している日

中オストメイト交流研修会について， I安心して楽し

める旅行なので，ありがたい極みoJI医療従事者がた

くさんついているので 大変気が楽。JI不安はない。

全部開病者で，お医者さん{すき，看護婦さん付きだか

ら。この旅行に限つては心配してなpoJと述べてい

るOオストメイト自身が体調を管理しているとはいえ，

旅行中は伺が起きるかわから立t~ 0 医師や看護師は，

たえずオストメイト達に気を配り，対処できるよう繕

えている。そのため 少しでも体謂に不安が生じた際

には栢談でき，対処してくれる産部や看護訴が側にい

ることは心強いものである。この研修旅行の実績をと

おし，坊田ら 11) は，医療関係者がオストメイトの健

康状態に貢献していることを明らかにし，また，販本

ら12) は，看護師が同行することがオストメイトの精

神的・身体的・社会的影響に良い効果があったことを

明らかにしている。日中研修旅行に参加したことのあ

るオストメイトは f塁師や看護婦が同行するこの研修

旅行しか旅行法しませんJ と述べている O このよう

に，塁師や看護師が同行すること誌，安心惑を持つた

めに有効であることを示している O また， I下痢をし

た00さんはラパックが誌をついて，私の余分に持っ

ていたものからお器分けした。J，Iみんな同じ同病者

だから，語り合って楽しPoJ，Iオストメイトとの旅

行は， トイレの時間が安J心。ゆっくりでも大丈夫。j

と述べているように 日中オストメイト交流研修会の

旅行は，オストメイトが主体でるり，時間的にもスケ

ジュール的にも配慮、され気兼ねがなく安心できる旅

行で品る O また，多めに持ってきたパウチをすべて使

P切った場合などでも お互いに助け合えるという利

点もるる。オストメイト同士だからこそ分かり合え，

笛みの相談もでき 勉のオストメイトの工夫や体験談

を聞くことで，問題解決につながる場合もある。さら

に， I旅行は一人ではなく，家族で参加するほうが安

心度が大きpoJ，1家族と昌内の小旅行はよくしますJ
と述べているように，家族が一緒にいることは，安心

感が増す。何かが起こった場合でも，家族が同行して

いれば，わがままが言えたり，心の支えとなったりす

るc 些縮なことでも相談でき，普段のオストメイトを

よく知っている家族だからこそできることもある c 羽

目を外しがちの旅行において 叱詫してくれる家族の

サポートは，伺よりも安心である O また，旅行の体験

が同じであることは，旅行中や旅行後も話の種となり，

より旅行が楽しいものとなる。このように，安心惑が

あるということは旅行を楽しむためには必要なことで

ある O

2 看護実践への示唆

オストメイトは，ストーマ造設術を受ける前からス

トーマリハビリテーションを開始している。術前のイ

ンフォームドコンセントに始まり，衝後，退院までに

ストーマの管理方法を習得し，退院後は，日常生活の

中でストーマ管理を調整し 術前とほぼ変わりない社

会復帰に向け努力する。 金城は 17) ， I楽しいはず

の退践は，不安と絶望で充満して落ち着かない。まだ

座ることもできなt~o 洗腸のこと，導尿のことなど，

でも早く帰って子供たちと楽しく過ごしたい。不安と

楽しみのことが頭を行き通う J と退院時の心境を語

っている。入説中に一通りのストーマケアの技術指導

を受け，本人もしくは家族がケア技術を身につければ

退院となるが，本人の不安はぬぐい去れないものがあ

る。しかし，身体的な苦痛が癒えていくのに従って

徐々に値値観の変化が起こり，積極的に新しい学習の

課題や，その人なりの夢の実現に取り組めるように立

ってLミく。オストメイトは，退読後，日常生活行動を

拡大し社会復帰へと向かう中で 活動自擦の達成や役

割を遂行するため，成功体験や失敗体験を重ねながら，

自分にるったストーマの管理を工夫し，セルフケアを

確立してPく。旅行をする際には，オストメイトは，

それまでに日常生活で学習したことを統合し，旅行が，

楽しく，心身共にリフレッシュでき，無事に終えられ

るという目標に向かつて，体調の管理，排便のコント

ロール，適時の処理，漏れへの対策というストーマケ

アに対する錆えと，信念と安心惑という心の備えをお

こなう o Stuchfield18)が“看護師やサポートグループ

のアドバイス詰，旅行のストレスを除去できるかもし

れなt~"と述べているように f国内・海外を関わず，

最初の旅行法，看護師など医療関係者と毘行できれば

より安心である。慣れてくれば気のあったオストメ

イト同士，夫婦でというように，自分たちだけで楽し

むのもよいJ ということであり，支援の参考になる O

旅行経験の豊富なオストメイトから明らかにされたこ
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の結果を，医療従事者がストーマ外来やストーマ教室

をとおして相談や指導に活用することで，旅行をした

いと望んでいるオストメイトの不安の軽減に役立てる

ことが可能である。

オストメイトが信念を持ち活動範毘を広げていける

よう支援するためには この話題についても E本オス

トミー協会の各支部で関擢される会合への参加や，病

院などの各施設で 実施されるストーマ教室でとりあ

げられることが望まれる O 参加が医師や看護部，オス

トメイトからの情報提供の良い機会となるため重要で

ある O

日中オストメイト交流研修会の旅行のように安心で

きる環境下での旅行の報告はほとんどないが，日本オ

ストミー協会の女性部会では 1~2 泊の国内旅行を実

施している。入会していれば情報入手できる。また，

施設主擢で温泉旅行を企画しているところや，患者会

で知り合った人民士が旅行をしていたり，年 1回全国

各地で開催される日本オストミー協会の総会を旅行の

機会としている入もある l針。そういった地域の患者

会などに医療従事者も参加し，より多くのオストメイ

トに安心できる旅行の機会を提供できるよう寂り組む

必要性が示唆される。

3 研究の眼界と今後の課題

本研究の情報提供者は ストーマ歴が長く，ストー

マ造設後の旅行経験が豊富であるオストメイトであ

り，旅行経験回数の少ないあるいは，初めての旅行経

験のオストメイトが含まれていないことに限界があ

る。今後は，ストーマ造設後から短い年数，圏内旅行，

海外旅行の経験回数が少立いオストメイトに焦点を当

てた研究が必要である c

V 結語

本研究では，オストメイトの体験を婦納的に分析し，

オストメイトが旅行をする際の錆えとして， 1) rスト
ーマセルフケアの備えjと 2) r心の備え」の 2つの

カテゴリーを抽出した。 1) の「ストーマセルフケア

の錆え」には，体調の管理，排便のコントローん，適

時の延理，漏れの対策の 4つのサブカテゴリーが含ま

れていた。 2)r心の備えjには，信念，安心感という

2つのサブカテゴリーが含まれていた。

本研究で得られた結果は，オストメイト自身の体験

から得られたものであり，これらの結果は，オストメ

イトの棺談の場などで，指導や教育に組み込むことが

でき，オストメイトの社会復J婦に活用できるものであ

るO
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Aちstract

This study investigates the preparation of ostomates for traveling. The subjects were eight persons who had had a stoma 

as a result of colon cancer. Data was collected by means of semI-structured interviews， the content of which was tr溜 lscribed

for the purpose of analysis. Two major factors emerged from the interview data: 1) preparation of stoma self-care; 2) menta1 

preparation. The first factor includes four subcategories: a) management of physical condition; b) control of bowel move-

ments; c) disposal timing; d) prevention of leaking. The second factor includes two subcategories: a) belief; b) feeling of 

security. These results are based on the actual experiences of patients and thus may be of use in adviceぉldeducation for 

remtegratlOn mto sOC1ety. 

Key words : ostomates， travelラ preparation
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