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“入院中に、「総合カタログを持っていますか？」と質問しました”
　ストーマを造って2 ～ 3年経
ち、落ち着 いてきたところで、
2008年 から2016年 は、オスト
ミー協会の埼玉県支部で役員
をしていました。お声がけはス
トーマ 歴1年目の 時 に い た だ
いたんですけどね。話を聞いて
いると、皆さん 病 気 の 程 度 に
よっては すごく落ち込んで い
らっしゃるんです。私の場合は
能天気なのか、負けん気が強
いのか、「負けるもんか」と思い
ました。それに手術台に乗った
ら、自分にできることはありま

せん。自分で頑張れるものなら
頑 張ります が、「しょうが な い
よ、全ては先生にかかっている
んだから」と生死は先生に委ね
る意識でした。退院前に販売店
の 方 が お 見えに なった 時も、

「私は一生ストーマを使うのだ
から、色々と知りたいんです。総
合カタログを持ってますか？ こ
れはどうやって使うの？あなた
は着けたことありますか？」と2
時 間 質 問してしまった の で、

「あなたみないな人は初めて
です」と言われました。そうは

言うけれど、「営業の方が帰っ
てしまったら、誰に聞くの？」と
思 いました。ストー マ を 造る
何ヶ月か前に経験者談を聞き
たくて、協会の埼玉県支部に電
話をしたんですよ。そうしたら
自宅からすぐ近くに住んでいる
役員の方がいて、入会書を持っ
て来てくれたんです。オストメ
イトは1000人に1人いると言わ
れていますけど、隣近所にカミ
ングアウトしている訳ではない
で す から、わ からな いで すよ
ね。協 会 の 支 部 に入って顔 合

“まずは家族仲良く、その上でお友達を作って欲しいなと思います”

“私の場合は一番大切なのは友達作りなんです”
”メリットとデメリットを見て決めてください”

「人と人を結ぶ」をコンセプトに、
ご活躍されている皆さまを
バトン形式でご紹介していくコーナー
今回は、コロプラストの広告にモデルとしてもご登場いた
だいている丸山一茂さんのインタビューをご紹介します。

　2006年 に膀 胱 がん になり、
膀胱を摘出して尿管皮膚瘻（回
腸ストーマ）を造りました。先生
からは方法は3つあると言われ
ました。1つ目は手 術をしてス
トーマを造る、2つ目は抗がん
剤、3つ目は腸を切って膨らま
せて人工膀胱を造る方法で、メ
リットとデメリットを見て決めて
くださいと。3つ目の治療法な
らば装具を使う必要がないの
で外から見てもわからないけれ
ども、自分では感覚がないので
2 ～ 3時間毎に排泄しなくては
ならいと。そうすると身体障が
い者にならないんですよね。で

も私はこれから年をとって、夜
中も目覚ましをかけて2時間お
きに起きるのは嫌だと。水分を
たくさん取った時には1時間と
か。自分が意識があるうちはい
いですけどね。2つ目の治療法
も、話を聞いているとかなり苦
しいことですし、転移する可能
性を考えたら完全に膀胱を取っ
てしまった方が良いということ
で、ストーマを選択しました。
　私の場合、ストーマの大きさが

「男性の乳首程度」しかないの
で、面板を貼る時に目標となる
箇所が小さいことが苦労といえ
ますかね。プレカットの10mmを

切らずに使っています。2003年
に腎臓がんになり、腎臓が1つに
なりまして、その前に糖尿病の診
断もされたのですが、「運動をし
なさい、食べる量を減らしなさ
い」と言われて、良かれと思って
していた食事療法が逆にカリウ
ムが高いことがわかりました。
がんの術後経過を診るために
CTや血液検査をしているので、
色々なことがわかったんです。10
年経って定期健診からは卒業し
てしまったので、逆に心配なん
ですよ。ストーマに関しては、ス
キンケアさえしていれば、私は

「健常者」と自負しているんです。

　ストーマを造る前に看護師さ
んにオストメイトの人と話をさ
せてくださいと頼んだところ、
偶然入院中の方がいて紹介して
もらったんです。術前の同病の
人からのレクチャーというのは
すごく参考になりました。ストー
マ交換がマスターできてから退
院できるといいんですけど、今
は入院日数は短くなっています
から。私の最初の頃は、何回か
夜中にウロバッグとの接続口が
外れて、洗濯機を回しました。そ
れ以来、旅行のためにも色々と
工夫してます。布団で寝る時は、
寝かせた籠の中に水が漏れな
いビニール袋を入れて、その中
にウロバッグを入れたり、写真
のような容器にウロバッグを入
れたりすると安心して休めます。

先生に伺うと、床との高低差が
少ない 布団でも、15cmぐらい
の差があれば大丈夫です。楽し
い旅行も、漏れたら大変ですか
らね。お風呂に入るのが恥ずか
しいという方には、我々は必要
があってストーマがあるんだか
ら恥ずかしくない、眼鏡をかけ
ているのと同じなんだと言って
いるんです。入浴直前に、近くの
トイレでパウチの中を空にする
ようにしています。私の場合は

手のひらに隠れるサイズの装
具（2品系 ロックコレクタ－U）
に着け替えています。自分が気
にしているほど、他人は自分を
見ていないものです。ストーマ
ケアを一 通り覚えたら協会を
辞めていく方もいますけど、私
の場合は一番大切なのは友達
作りなんですよ。ストーマの話
も、同じような体験をしている
人同士だと、理解してもらえる
し。最初の頃はストーマの周り
がかゆいだけでも、「びらんに
なったらどうしよう？」と不安に
なりますが、相談できる先輩が
いると安心です。例えば災害時
に、同じ症状を持っていて同じ
装 具を使っている人のネット
ワークがあれば、助け合いがで
きるのではないかと思います。

人それぞれ、悩まれること、ご家
庭の事情もあると思いますけど、

まずは家族仲良く、その上でお
友達を作って欲しいなと思いま

す。埼玉県支部の皆さんのお話
は私の財産になっていますね。

わせをしたら、結構ご近所さん
がいらっしゃるんですよ。役員
時代は、オストメイト対応トイ
レの把握を勧めたり、スペア装
具を持つことを勧めていまし
た。私自身 は、この10年で2回
スペアを使いました。5年に1度
という頻度ですけど、毎日持ち
歩くようにしています。保険み
たいなものですよね。車やか
ばん、もちろん家にも置くんで
すけど、入れっぱなしでは古く

なってしまいますので、どんど
ん入れ替えていかないといけ
ないです。親戚の家に置いて
入れてもらっていると話す方も
いるけれど、入れ替えているの
かなと。埼玉県では指定の販
売店がランニング備蓄を担当
して必要量を確保してくれてい
るようです。災害時に避難所で

「私はストーマ装具が必 要で
す」と手を挙げられるような勇
気のある方はなかなかいない

ということで。行政に認知して
もらうのはなかなか難しいで
すね。役員は各地区の市役所
を回って、医療講習会や相談会
があると伝えて広報に含めて
もらったり、ポスターを貼らせ
てもらうのですが、福祉課の担
当者の方も、ストーマや、オス
トミー協会の存在を知らない
方がたまにいらっしゃいます。
どこの支部も頭を悩ませてい
るのではないかと思います。

丸山さんには、コロプラストのモデルとしてご夫 婦で撮 影 をさ
せていただきました。撮 影 時に奥さまからいただいたコメント
をご紹介させていただきます。
“子ども達 が成 人して、だ んだ ん 単 独 行 動 が増えていたところ
に、彼 が 病 気になった んです。で もそのお 陰 で、また二人で 過
ごす時間が増えました”。
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私の街の
訪問看護ステーション

公益財団法人日本訪問看護財団立

あすか山訪問看護ステーション

あすか山訪問看護ステーションでは「いきいきと安心」をモットーにし
ています。利用者の立場にたち、その人らしくいきいきと安心して生活
できるようにともに頑張ってまいります。
在宅看護専門看護師２名、訪問看護認定看護師５名、皮膚・排泄ケア認
定看護師１名、リンパマッサージセラピスト１名を含む職員が看護を丁
寧に提供し、理学療法士、作業療法士とともに、予防や機能の維持回
復に取り組み、生活の質の向上に努めています。

ステーション情報
https://jvnf.or.jp/asukayama/
contact.html
03-5959-3121

（月～金曜日9：00 ～ 17：00）

今回は、10年間あすか山訪問看護ステーションのサービスを
利用されているAIさん（仮名）にお話をうかがいました。

写真 ①：AI さんのストーマ状況を
確認する瀧井 WOC

写真 ②ステーションに戻って
記録作業をされている瀧井 WOC

写真 ③ AI さんが描かれた油絵

写真 ④ AI さんのために看護師さんが
作ったストーマベルトとベルトカバー

絵画など多趣味で、何でもご自分で解決方法を探されるAIさんは10 年前に救急車で運ばれ、ダブルス
トーマを造ることになりました。週2回の訪問看護の他に、デイサービスが週1回、ヘルパーさんが週2回
スケジュールされていて、週末には仲の良い弟さん夫婦が訪ねて来るそうです。瀧井さんたち訪問看護の
皆さんは、装具交換の他に、足浴や洗髪などをされています。当初は遠慮されて、夜中に漏れが発生して
もご自分で処理していた AIさんも、最近は相談の電話を入れるようになりました。お付き合いの長い瀧井
WOCについては、“ 瀧井さんが来たら、（目が悪くても）足音でわかるんだよ。美人の音は、ちょっと違うか
ら。会えない期間もあったけど、その間は寂しかったです”と冗談を交えながらお話してくれました。

今回は退院後のオストメイトの皆さまにも関わりの深い、
訪問看護ステーションをご紹介します。

あすか山訪問看護ステーション副所長 瀧井WOC（皮膚・排泄ケア認定看護師)に、
よく目にされるお悩みごとをうかがいました。

ご利用者にとって一番の困りごとは漏れることです。年月が経つ
と、傍ストーマヘルニアになったり、脂肪がついてストーマの高さ
がなくなったり、サイズが拡大したりして、装具が合わなくなるの
で、サイズ変更や試供品を取り寄せたりしています。漏れが続け
ば皮膚トラブルが発生します。また年齢と共に食べる物や胃腸運
動の変化で、便秘や下痢になり、面板に便がもぐりこみやすくなり
ます。漏れるのが怖くてテープをたくさん貼り、その剥離刺激でび

らんを起こすこともあります。その場合はリムーバーを使用して丁寧にはがし、テープの貼付ができ
る保湿剤を紹介しています。便の廃棄が億劫で袋にためこみ、重さではがれやすくなることもありま
すので、こまめな廃棄も必要です。ご相談があった時は、生活全体を見てなぜトラブルが起きたのか
を丁寧に説明していきます。私はもともと褥瘡ケアを主にしていたのですが、在宅での皮膚・排泄ケ
ア認定看護師のニーズは大きく、今後もずっと在宅分野を携わっていきたいと思っています。

① ②

③ ④
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問題 ① このカレンダーの間違いを探しましょう。（ 回答は裏表紙にあります。）
問題 ③ 色と形を声に出して言ってください。

（ 一時に2つのことを考える練習です。正解の記載はありません。）

問題 ② グレーとブルーの箱に当てはまる言葉を入れましょう。
 （ 回答は裏表紙にあります。）

り　す

う　り

メリーゴー
ランド

健幸華齢プログラム   脳トレ編

加齢とともに、記憶力や計画力、そして複数のことを同時に
実行する機能は落ちると言われています。今回は「脳トレ編」
第2弾として、田中教授が監修された「脳力トレーニングドリ
ル」の問題を幾つかご紹介します。認知症を予防する効果も
期待できますので、是非積極的に実践してみましょう。

認知症や認知機能の低下が原因で起こる交通事故も増えています。認知機能の保持には頭を使う
ゲームの他に、運動や料理のように複数のことを同時に行う作業、仲間との食事、そして人とよく接
することも重要です。このドリルだけでなく、運動や料理も是非実践してみてください。

筑波大学 田中 喜代次教授。有疾患者の元気長寿・介護予防に関わる実践的研究、オーダーメイド減量支援プログラム
の開発などに従事し、講演や著書など多数。
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6・7ページ「健幸華齢プログラム 脳トレ編」の回答

問題 ① 31日は無い
問題 ② グレー/するめ すずめ など
 ブルー/どじょう どぐう など
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