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トイレに行ってもすっきりしない。おなかが張ってしまう、痛くなる。そんな症状はありませ

んか？便秘症は若い女性だけでなく60歳以上の男女や子どもにもみられる症状です。

今回は、便秘について当院診療部長柿添三郎先生に説明していただき、当院療養病床での取り

組みそして自宅でもできる予防法について紹介したいと思います。

柿添病院 診療部長
柿添 三郎

便秘の概念（図2）
厚生労働省 平成25年度国民生活基礎調査より抜粋

日本人の便秘有訴者率の年齢・性別分布

監修：公立黒川病院 管理者/東北大学名誉教授 本郷道夫先生

年齢が進むにつれて便秘を訴える方が増えてきます（図1）。

一言で便秘といっても図２のような概念で見られます。①便が毎日出ない等排便の頻度が問題
な場合、②排便しようとしてもなかなかでない、トイレに長く滞在するという排便困難。そして
③排便後でもなんとなくすっきりしないという症状が便秘の3大症状です。

便秘の治療は、まずは日常の生活習慣に気を付ける必要があります。食事は定期的に摂取し、
繊維のものを多く摂取する。ウォーキングなど有酸素運動を習慣的に行う。ストレスを持ちすぎ
ないようにする。等が大事です。それでも3日以上便が出ない、便が固い、残便感がある方は薬
による治療が必要です。最近では高齢化社会を迎えて便秘の患者さんも増加し、良い薬が開発さ
れてきています。また気を付けていなければならないのは、近頃急に便が出なくなった、あるい
は下痢と便秘が繰り返している。最近体重が減少している等の症状がある方です。大腸がんなど
器質的疾患が潜んでいる場合がありますので躊躇なく内科あるいは外科医師へ相談してみてくだ
さい。

べんぴとは・・・？
（便秘の定義）

「本来体外に排出すべき糞便
を十分量かつ快適に排便でき
ない状態」と言われます。



4階、療養病床には様々な疾患をお持ちの高
齢者の方が多く入院しています。便秘薬を服用
されている方も多く、以前調べた際は全体の
82％が服用中でした。寝たきりの方も多いので
体調管理のためにも排便管理はとても重要です。

当院では毎朝のカンファレンスで常に排便の
回数や症状について情報共有を行い患者様の日
常生活での会話や血圧測定の際に下記のような
ことについてお聞きし確認をおこなっています

特に便秘の症状を有する患者さんには

・患者さんの体調や排便の変化
・排便回数の変化 （減少、増加）
・便性状の変化 （コロコロ便、水様便等）

・便秘治療薬の確認 （飲み忘れが無いか？など服薬の確認）
・腸閉塞の疑いの患者さんには特に吐き気、痛み、お腹の張り等

の症状がないか 注意しています。

患者さんは誰もが薬をあまり飲みたくないと思います。
便秘の薬を飲まないで済むように腸内環境を整え、日常生活の改善が図
れることが大事だと思います。また、排便については話しにくい事でも
ありますので一人一人とコミュニケーションを取って話がしやすい環境
づくりも必要です。
患者さんの症状は一人一人違うものです。それぞれの患者さんにあった
排便管理が出来るように患者さんの症状を把握してそれにあわせた看護
が出来るように病棟全体で情報の共有化（報連相：ホウレンソウ）を大
事にしています。

療養病床では患者さんの苦痛、不安を取り除いて笑顔で日常生活が行
えるように支援し、在宅復帰のお手伝いが出来るようにスタッフ一同頑
張っています。

何かわからないことなどがあったらいつでもお気軽にスタッフにお声
掛け下さい。

2病棟（療養病床）
看護課 課長 川下テイ子

取り組み
実際に私たちが病棟内で取り組んでいることは
・水分補給
・腹部マッサージ （お手当て） 高齢者
・温あん法 （ホットパック）
・運動療法 腸の動きの改善
・食事摂取量の確認
・栄養指導 栄養師との相談で

低残渣食メニュー等

・便は出ましたか？ （回数、いきみ等）
・便の状態について （固さ、柔らかさ、水様等）



気温や湿度、風通しの良し悪しはもちろん、その日の体調や
生活習慣なども深いかかわりがありますから体調が少し悪い
時や持病がある方などは外での作業や屋内での生活には十分
に気を付けてください。熱中症は、熱失神（めまい、失神の
出現）・熱痙攣（つけいれん：筋肉の緊張「こむら返り」の
出現）・熱疲労（頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感等）・熱射病
（意識がなくなる、手足の運動障害の出現）の4つ分かれま
す。 下記に熱中症の対応を載せていますので参考にしてくだ

さい

便秘の予防には生活習慣の見直しが重要です。腸に優しい食事・生活を心がけましょう。
便秘の予防についておつうじが良くなる運動と食事を紹介します。

③腸腰筋を
動かしましょう！

姿勢を正し、腰を曲げないよう
に右足だけをあげ10秒保持し
ます。
右足を下ろし、同じように左足
もあげ10秒保持します。
これを2～3回繰り返します。

べんぴの予防

座ってできる運動を3つ紹介します。3つとも
素早く動かさず、ゆっくりと運動しましょう！

①からだを左右に
ねじりましょう！

胸の前で両手を交差させ、腰から上を右
にねじり10秒保持します。
次に体を正面に戻し、左にねじり10秒保
持します。
これを繰り返し2～3回行いましょう。

おつうじをよくするには、日常的に運動をすることが
大切です。また、激しい運動よりも心地よいと感じる
程度の運動（有酸素運動）が効果的です。（例えば、
自分のペースで20分ほどウォーキングするなど）
日頃から運動する習慣をつけて便秘になりにくいから
だづくりをしていきましょう！

➁骨盤体操
手を膝の上におき、10
秒間口から息を吐きなが
ら腰から背中を丸めてい
きます。
次に10秒間鼻から息を
吸いながら背筋を伸ばし
ていきます。
これを繰り返し2～3回
行いましょう。

柿添病院 リハビリテーション課
理学療法士 本告幸介



夜更かしや朝食を食べないなどの食習慣の乱れは便
秘の原因になります。特に、朝食をしっかり食べるこ
とは腸の刺激となり、“便意”を生みます。朝食を食
べてトイレの時間を作ることが便秘解消につながりま
す。また、朝だけでなく、日中も便意を我慢している
と排泄のチャンスを逃してしまいます。まずは朝食や
排便習慣など朝の時間を大切にしていきましょう。

１．食物繊維
水分を吸収して便を軟らかくし、便の量を増やしてくれます。

スムーズな排便にはそれなりの量が必要です。食物繊維は加熱しても損失が少ないので、生野
菜で摂るよりも煮物や温野菜にした方がかさが減って効率よく摂取できます。主食は白米より
も繊維の多い穀類を摂り、主菜や副菜に必ず野菜や海藻類を使いましょう。また、豆類やいも
類も忘れずに摂りましょう。
・水に溶ける「水溶性食物繊維」…腸内環境を整え、軟便形成を促す。

食品例）桃、りんご、スイカ、バナナ、里芋、じゃがいも、人参、トマト、海藻等
・水に溶けない「不溶性食物繊維」…便のかさを増やし、有害物質を吸着して排泄を促す。
食品例）大豆、いんげん、納豆、おから、切り干し大根、筍、ごぼう、玄米、きのこ等

２．水分
日中の忙しさにかまけて水分不足とならないよう、お茶などを忘れずに。また、朝起きがけ

の水は、腸を刺激して排便への合図になります。

３．腸内環境を整える食品
乳酸菌やビフィズス菌を含んだ食品は腸内環境を整えてくれます。また、ビフィズス菌のエ

サとなるオリゴ糖は腸内のビフィズス菌を増やします。ただし、オリゴ糖は小腸で消化できな
い糖質であり、一時的に便が緩くなることもあるので摂る量に注意しましょう。
食品例）ヨーグルト、飲むヨーグルト、ヤクルト、発酵食品（納豆、キムチ、甘酒等）

４．適度な油脂
腸粘膜を刺激し、蠕動運動を活発にします。また、便の滑りをよくする働きもあります。ダ

イエットのための油抜きの食事が便秘につながっていることがあるので、適量の油もお忘れな
く。 （栄養課課長管理栄養士 後藤洋子）

＊作り方

① トマトを湯剥きし、

1cm程度の角切りにする。アボカドは1cm程度の角切りにする。
② ボウルにヨーグルト、オリゴ糖、レモン汁、塩を入れよく混ぜ

る。
③ ②にトマトを加え、つぶれないように混ぜ合わせる。
④ 別のボウルにアボカドと納豆を入れ、軽く和える

（納豆のたれは使用しない）。
⑤ 器に④を盛り付け、その上に③をかけて完成。

材料
アボカド 40g
納豆 20g
トマト 60g
ヨーグルト 大さじ1/2弱
オリゴ糖 小さじ1弱
レモン汁 小さじ1/2弱
塩 少々

～便通改善レシピ「オリゴ糖の腸活サラダ」～

～便秘解消におすすめの食品～

https://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_9150.html
https://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_9150.html
https://3.bp.blogspot.com/-LPmVK-tn1tQ/VhHgZybKjtI/AAAAAAAAy78/30zBTJD7O04/s800/cooking_origotou_oligo.png
https://3.bp.blogspot.com/-LPmVK-tn1tQ/VhHgZybKjtI/AAAAAAAAy78/30zBTJD7O04/s800/cooking_origotou_oligo.png
https://1.bp.blogspot.com/-_L0K3B2xs9Y/VnE4Wm29q-I/AAAAAAAA1_c/ILXoiMD160s/s800/toilet_kaiben.png
https://1.bp.blogspot.com/-_L0K3B2xs9Y/VnE4Wm29q-I/AAAAAAAA1_c/ILXoiMD160s/s800/toilet_kaiben.png


診療放射線技師
浅田祐樹

診療放射線技師
検査課課長 大浦孝志

診療放射線技師
放射線室主任 福地啓太

臨床検査技師
臨床検査室主任 近藤恵美子

臨床検査技師
関本優子

臨床検査技師
冨山恵美

特定健診が始まりました。
健診の期限は平成30年11月30日までとなってお
ります。
当院では平戸市特定健診、各種がん検診を行ってい
ます。
乳がん、子宮がん、胃がん検診は予約が必要です。
年に1回は、自分の健康状態を把握するためにも
健康診断を受ける事をおすすめします。

また、平戸市の健診以外でも、一般健診や生活習慣
病健診なども行っております。こちらも予約が必要
です。
健診当日の食事や薬の服用は事前に確認をしてく

ださい。
検査によっては、水分も控えて頂いているものもあ
ります。
なお、現在症状がある方は健診ではなく病院受診を
おすすめします。



当院では一緒に働く方を募集しています。
急性期医療や地域医療に興味ある方は是非ご連絡
ください。詳細は下記まで。
柿添病院
人事課 柿添るみ（代）0950-23-2151

当院の取り組み
１．毎年のソフトバレー大会を企画し開催
２．職員対象に「腰痛の評価とストレッチ・運動指導」の勉強会

を実施
３．敷地内禁煙（平成２２年より「禁煙・完全分煙宣言施設」）
４．カウンセリング会社と契約し、職員とその家族の相談に対応①

当院は下記の取り組みが評価され全国健康保険協会（協会けん
ぽ）より「平成３０年度の健康経営推進企業」に認定されました。
これからも職員の健康を大事にし、地域医療に貢献できるように
取り組んでいきたいと思います。

「平成３０年度の健康経営推進企業」に認定されました

ふれあい看護体験

スマイルフォーボランティア



医療法人医理会 柿添病院
〒859-5152
長崎県平戸市鏡川町278番地
TEL 0950-23-2151
FAX 0950-22-5131
http://www.kakizoehospital.or.jp/
【面会時間】 平日・土曜日：13:00～20:00

日曜・祝祭日：10:00～20:00
医理会ホール 通所リハビリテーション『毎快』
〒859-5112 長崎県平戸市宮の町596番地1
TEL 0950-23-2151
FAX 0950-22-5131

医療法人医理会 柿添病院附属中野診療所
かきぞえ通所リハビリテーションセンター

〒859-5141 長崎県平戸市山中町696番地3
TEL 0950-20-4100
FAX 0950-20-4101
[診療時間】 平日 9:00～12:00

14:00～17:00
※午後の診療は事前にお問い合わせ確認を

お願い致します。

病院までのアクセス

月 火 水 木 金 土

外
来

外科・内科
柿添圭嗣（ 木 病棟回診）
柿添博史（ 水・金 内視鏡）
柿添三郎（ 月・木 内視鏡）

○ ○ ○ ○ ○ ○

午後の診療は行っておりません
※柿添三郎 水曜 午前 肝臓外来

外科
九州大学病院 第二外科

○ ○ ○ ○ ○ ○

整形外科
町田宏

休 ○ ○ ○ ○ 休

小児科
柿添由美子

○ ○ ○ ○ ○ ○

午後の診療についてはご連絡ください

歯科
柿添澄子

○ ○ ○ ○ ○ 不定休

専
門
外
来

皮膚科 丸田眞澄

9:30～12:00 14:00～15:00
休 ○ ○ ○ 休 休

耳鼻咽喉科 九大耳鼻咽喉科

10:30～12:00 14:00～16:00
○ 休 休 休 休 休

泌尿器科
佐世保共済病院 山田潤

休 休 休 休 ○
※午前のみ

休

循環器内科
福岡大学筑紫病院 清水さや華

毎月 第３ 土曜日 ※午前のみ 午後予約のみ

脳神経外科
長崎労災病院 北川 直毅 毎月 第３ 金曜日 ※午前のみ

診療日のご案内 ※医師予定については変更等がございますので、
来院される前にご確認願います

【診療時間】 平日：9:00～12:00 14:00～17:00 土曜：9:00～12:00

au

※月曜日が祝祭日の場合その週はお休みになります

http://www.kakizoehospital.or.jp/

