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EVALUATION OF URINARY INCONTINENCE 

AMONG THE NURSING HOME ELDERLY
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Koji Mui 
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   We assessed the prevalence of urinary incontinence and contributory factors such as senile 
dementia, impaired mobility, medication, associated disorders and urinary tract infection in 98 
elderly residents of a nursing home. The residents' mean age was 79 years, and 78% were women. 
Urinary incontinence was found in 47 (48%), of whom 21 had severe urinary incontinence for 
which they needed to wear diapers. Senile dementia and impaired mobility were observed in 53 

(54%) and 45 (46%), respectively. We also found that those with both dementia and impaired 
mobility had significantly (p<0.01) precipitated urinary incontinence. However, no significant 
effects on urinary incontinence were observed for associated disorders, medication or urinary tract 
infection. A cystometrogram performed in 73 of the 98 residents revealed detrusor overactivity 
in 47%. In addition, there were significant correlations between the incidence of detrusor over-

activity, and the prevalence of dementia or urinary incontinence. These results suggest that senile 
dementia and immobility are independent risk factors for urinary incontinence in the elderly, 
and that detrusor overactivity, which was found to be associated with senile dementia, is a pos-
sible cause of urinary incontinence. 

                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 689-694, 1991)

Key words: Nursing home, Elderly, Urinary incontinence, Senile dementia, Impaired mobility

緒 言

医療技術の進 歩と平均寿命の延長に よって高齢人 口

が増大 し,そ れ に伴 って高齢者 の尿失禁が大 きな問題

となって きている.欧 米 では高齢者 の尿失禁の頻度に

ついてい くつかの研究1-4)があ り,在 宅者の15～30%,

施設入所者では40～60%が 尿失禁を合併 してい ると報

告され てい る.し か し,本 邦 では高齢老 の尿失禁に対
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す る調査はいまだ少ない.そ の中で古谷野 らは,在 宅

高齢者 に対する アンケー ト調査 か ら 尿失禁の 頻度は

8.5～12.o%で あ ったと報告 し5),上 田はいわゆ る 曜寝

た き り"の 高齢者の尿失禁罹患率は87%と 非常に高い

頻度であ った と報告 している6),そ こで,本 研究 では,

本邦での施設入所者の尿失禁罹患率の調査 を 目的 と し

て,特別養護老人 ホームに入所中の高齢者 を対象に,尿

失禁の頻度 と程度を検討 し,併 せてい くつか の尿失禁

を増悪 させる可能性のある因子 との関連を検 索 した.

Table1.Clinicalevaluation

U・in・ ワi…nti・ ・n㏄ 一48h・ ・…in・t沁 皿 ・h・・t

Dementia‐Hasegawa'sminimentaltest

M・bi且iザdressi・g,b・ ・hi・g・9・i・gt・t・il・t・to・di・g・nd

transferring

Disorders‐diabetesmellitus,stroke,Parkinson'sdisease,

spinalcordlesionandhistoryofpelvicsurgery

Medication‐sedatives,diuretics,anticholinergicagents,

antidepressantsanda-adrenergicagonistsor

antagonists

Urinarytractinfection

Detrusoroveractivity‐cystome[rogram

Table2.Urinationchart

氏 名 ()

(D排 尿 した ときに く○〉印 をつける。

(2)尿 が漏れたときに く失〉印 をつける。

(3)ト イ レ介助 を したときに 〈口〉印 をつける。

(4)ト イ レ介助又 オムツ交換時,便 尿ナ シに(× 〉印をつける。

(5)ポ ータブル介助 を したときに 〈△〉印をつける。

注意 尿 〈黒字〉便 〈赤字〉にて記録す る。

第k日(月 日 曜 日)

午前6時

7時

8時

9時

ｺo時

11時

12時

午後1時

2時

3時

4時

5時

午後6時

7時

8時

9時

10時

n時

且2時

午前1時

2時

3時

4時

5時

第2日(月 日 曜 日)

午前6時

7時

8時

9時

且0時

u時

12時

午後1時

2時

3時

4時

5時

午後6時

7時

8時

9時

io時

H時

iz時

午前t時

2時

3時

4時

5時

排尿回数 昼間

尿失禁数 昼聞

夜

夜

排尿回数 昼間

尿失禁数 昼聞

夜

夜

対象および方法

1,対 象

大阪市 内に位iu`.する特別養護老人 ホームの居住者98

名 を対象に調査 を行 った。対象者 の年齢は61歳 か ら90

歳 で,そ の平均 は78.8歳 であ った,ま た,98名 の うち

77名(78%)が 女性 であった.

皿.調 査項 目お よび方法

調査 した項 目はTablelの ごと くで,尿 失禁 ・痴

呆 の程度 ・日常動作の制限 ・既往疾患 ・内服 薬剤 ・尿

路感染の有無 について検討 し,可 能 なものには膀胱 内

圧測定を施行 した.

(1)尿 失禁

尿失禁の頻度 と程度 につ いてはで きるだけ客観的な

データを得 る 目的でTable2の よ うな排 尿チ ャー ト

を作成 し,48時 間の間,看 護婦 または介護老 に よる2

時間 ごとの排尿の観察を行 い,吸 収性のpadsを 用い

失禁 の有無を確認 した.そ して尿失禁を有す る ものの

うち,常 時diaperの 装着を必要 とす る多量 の尿失禁

を有す るものを高度 の尿失禁 として分類 した.

② 痴呆

痴呆の判定には,長 谷川式の簡易知能評価 スヶ一ル
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を用いた7).そ して,22点 以上の軽度の知能低下 まで

を正常範囲に含め,22点 か ら10.5点 以上を中等度の痴

呆,10点 以下を重度の痴 呆と して分類 した.

(3)日 常動作の制限

日常動作の制 限についてはKatzら のADL評 価

法8)を 参考に,着 衣 ・食事 ・入浴 ・排 尿排便 ・歩行の

5項 目に つ い て それ ぞれ 介助 の必要の有無 を検討 し

た.そ して,障 害の程度については,着 衣 ・食事 ・入

浴 ・排尿排便 ・歩行の内三項 目まで介助を要す るもの

をsemidependentcare,4項 目以上に介助を要す る

ものをdependentcareと して分類 した・

(4)既 往疾患

既往疾患の内,排 尿障害を引 き起 こす と考え られる

糖尿病 ・脳血管障害 ・パ ーキンソン病 ・脊髄疾患 ・骨

盤腔内の手術既往の有無について調査 した.

(5)内 服薬剤

内服薬 の うち下部尿路機能に影響 を及ぼす と思われ

る トランキライザー,利 尿剤 抗 コリン剤,抗 うつ薬,

α受容体作動薬お よび遮断薬の服用 の有無について調

査 した.

⑥ 尿路感染

尿検査 にて,白 血球数10コ/1視 野(hpf)以 上を尿

路感染あ りと判断 した.

⑦ 膀胱内圧測定

98名 中73名 に 対 してそ れぞれ 同意 を得た 上で,仰

臥位での膀胱 内圧 測 定を 行 った.Life-Tech社 製

UROLABMICRO(MODELll51M)を 使用 し,

12Frの 尿道 カテーテルを介 して炭 酸ガスを毎秒60

m1の 速度 で膀胱内に注入 し,蓄 尿期の排尿筋 の無抑

制収縮の有無を検討 した.

尿失禁の頻度お よび程度 と他 のそれぞれの調査項 目

との関連性の検討セこはXZ検 定法を 用い,危 険率5%

以内を有意の相 関あ りと判定 した.

Table3.
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結

Prevalenceofurinaryincontinence,

seniledementiaandimpairedmobility

MaleFemaleTotal(%)
(N=21)(N=77)(N=98)

Incontinence

diaper(‐)4

diaper(t)4

8

Dementia

moderate2

severe旦

10

1mpairedmobility

semidependent4

dependent6

10

22

互

39

11

32

43

14

墨

35

26(26.5)

21(21.4)

47(47。9)

13(13.3)

40(40.8)

53(54.1)

果

is(is.4>

27(27.6)

45(46.0)

Table4.Relationshipbetweenurinary

tinenceandseniledementia

incon一

Normel

Dementia

moderatesevere

Total

Continent35

1ncontinent

diaper(‐)5

diaper(t)5

6

5

z

10

16

14

51

26

21

Total 45 13 40 98

(1)尿 失禁(Table3)

尿失禁は98名 中48%の47名 に見 られた.そ の うち21

名は失禁が頻繁かつ多量で,常 時diaper装 着を必要

とす る高度の尿失禁であ った.

(2)痴 呆(Table3)

長谷川式簡易知能評価ス ケールにて22点 未 満である

中等度以上の痴呆を98名 中54%の53名 に認 め,そ の う

ち40名 は10点 以下 の重度の痴呆であった.

(3)日 常動作 の制限(Table3)

着衣 。食事 ・入浴 ・排尿排便 ・歩行の5つ の動作 の

うち どれか一つ でも介助を必要 とす る日常動作 の制限

X2:p<0.01

を98名 中46%の45名 に認め,そ の うち27名 は4項 目以

上に介助を要するdependentcareY`分 類 され,い わ

ゆ る 電寝 たき り"の 状態 と考 えられた.

つ ぎに尿失禁の程度 と痴呆 の程度の間の関係を検討

した ところ,尿 失禁 と痴呆 の間には有意の正相関が認

め られた(Table4).そ して,尿 失禁の 程 度 と日常

動作の制限の程度の関係について も,日 常動作 が強 く

制限 されるほ ど尿失禁が増悪す ることが認め られ,こ

れは統計学的に も有意であ った(Table5).

(4)既 往疾 患,内 服薬剤お よび尿路感染

Table6に 内服薬剤 と既往疾 患 の頻度を それ ぞれ

示 した.し か し,尿 失禁 と各既往疾患お よび内服薬剤

との間に有意 の関係はみ られなか った.ま た,既 往疾

患の うち どれか一つで も有する ものは全体の40%,こ

れ らの薬剤の うちどれか一つで も服用 している ものは

全体の47%を 占めたが,両 者 とも尿失禁 との間に有意

の相関はみ られなか った.尿 路感 染症は,98名 中15名

にみ られたが,症 例数 も少な く尿失 禁との関連はみ ら

れ なか った(Table6)。

(5)膀 胱 内圧測定(Table7)



692

Table5.
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Relationshipbetweenurinaryincontinenceand

impairedmobility

Mobi且ity

Total
independen[semidependentdependent

Continent

Incontinent

diaper(‐)

diaper(十)

39

9

5

6

11

4

6

6

置2

5且

26

21

Tota且 53 21 24 98

Xz:p<0.01

膀胱 内圧測定を98名 中73名 に施行 し,排 尿筋の無抑

制収縮を73名 の内35名(47%)に 認めた.そ して排尿

筋の無抑制収縮の有無 と,痴 呆お よび尿失禁の関係に

ついて検討 した結果,無 抑制収縮の有無 と尿失禁の有

無の間に有意の正相関を認めた・さらに,無 抑制収縮 の

有無 と痴呆の有無の間にも有意の相 関が認め られた.

考 察

Table6. Associateddisorders,medicationand

urinarytractinfection

Disorders
MaleFemaleTota且(%)

(N=21)(N=77)(N=98)

DiabetesMellitus

Stroke

Parkinson'sdisease

Spinalcordlesion

Pelvicsurgery

2

5

z

}

0

8

且8

10

1

0

io(to.2)

23(23.5)

12(12.2)

2(2.0)

o(o.o)

今回の調査では,特 別養護老人 ホームの入所老98名

の内48%Y`尿 失禁を認め,こ れは欧米での老人 ホーム

での尿失禁の罹患率40～60%2・3)と 近似 した結果 とな

った.従 って本邦 でも施設入所 中の高齢者の尿失 禁は,

在宅者のそれに比べて大 きな問題 とな っていることが

示 された.そ して尿失禁の調査法 として,今 回は個人

の問診に よる自覚所見ではな く介護者 の観察に よる他

覚的所見に よって尿失禁の程度を検討 した ことか ら,

より正確な結果が得 られた と思われ る.高 齢老におけ

る尿失禁の評価においては,痴 呆の問題を含め個人か

らの聴取のみ では信 頼性にかける点 も多 く,介 護者 を

含めた尿失禁の評価の有 用性が指 摘 されている9・10)

今回の対象者の うち,痴 呆お よび 日常動作の制 限は

それぞれ54%,46%に みられた.そ して,重 度の痴呆

を41%,ま たいわゆるa寝 た き り"に 近い 日常動作 の

障害を全体の28%に 認 めた.こ れは特別養護老人 ホー

ムの性格 上,高 度な介護を必要 とす る高齢者 が多 く入

所 していることの反映 であろ う,そ して,尿 失禁 と痴

呆の程度,尿 失禁 と日常動作の制限 の程度の間に各 々

有意の正相関を認めた ことか ら,痴 呆が悪化す るほ ど,

また 日常 動作の制 限が増加 するほ ど尿失禁が 悪化 す

ることが確認 された.加 えて,今 回の検討 では尿失禁

と排尿筋の無 抑制収縮の有無が有意に相関 してお り,

排尿筋の反射充進 と痴呆 との間に も有意の関連を認め

た。 これ らの結果は,痴 呆お よび 日常動作の制隈が尿

失禁に対す る大 きな リス クファクターであ り,痴 呆 に

伴 う中枢神経系の変化に よって引き起 こされる排尿筋

No.pts.havingatleast

onedisease
9 30 39(39.8)

Medication

Sedatives

Diuretics

Antichotinergicagents

Mtiderpressants

a-ademergicagonistsor
antagonists

5

2

4

z

3

13

H

7

1

14

18(豆8.4)

13Q3.3)

11(韮lr2)

3(3.1)

17(17.3)

No.pts.takingatleast13
0nedrug 33 as(46.9)

UTI 3 12 15(15.3)

Table7.Relationshipamongdetrusoruninhibi-
tedcontraction(UIC),urinaryin-
continenceandseniledementia

UIC

(一) (+)
Tota畳

No.pts.(%)38(52.1)35(47 .9)73(100)

Normal

Dementia

22

16

931

2642

(γ2二p〈0.05)

Continent

Incontinent

27

11

936

2637

(X6=p<0.01)

の反射充進が,高 齢者の尿失 禁の大 きな原因 となって

ることを示 唆 してい る。

施設 に入所 している高齢者の尿失禁は在宅者のそれ



吉村,ほ か=老 人 ホ ー ム ・尿 失 禁

に比べて高い ことが欧米で も報告 され てい るが2,3),

その原因 として今回の調査で も示 された よ うに,痴 呆

や 日常動作が制限され ている ものが多い こと,そ して

それに ともなって尿失禁が増加 して くることが関連 し

ていると思われ る.本 邦 でも,い わゆる"寝 た き り"

の高齢者の尿失禁の調査 でその罹患率 は87%と かな り

高値であ ったと報告 され6),日 常動作 の制限が尿失禁

に大きな リス クファクターにな っていることが示 され

てお り今回の結果 とも一致す る.そ して,高 齢者の尿

失禁の原因については,そ の背景に排 尿筋 の無抑制収

縮が存在 しているとの報告がある一方n・12),Resnick

等は尿禁制のある高齢者に も排尿筋の無抑制収縮がみ

られること,そ して全体の1/3の 症例が複数 の尿失禁

の原因を有 していた ことを指摘 した上で,尿 失禁の多

様性を挙げ尿失禁の原因を排 尿筋の反射充進 のみに帰

する ことに疑問を呈 している13,1A)今 回尿失禁の原因

として排尿筋の反射充進が よ りはっき りと現れたが,

その背景には中等度以上の痴呆 が全体の50%以 上,そ

し重度の痴呆が40%と かな り高率を 占め た こ とに よ

り,そ れに伴 って排尿筋の反 射充進が増加 したことが

存在 していると考えられる.杉 山の報告で も,痴 呆に

よる尿失禁には脳萎縮に伴 う排尿筋 の無抑制収縮 が大

きく関与 してい ることが示 されてい る15).痴 呆に よる

中枢神経系の変化が排尿筋の無抑制収縮 と尿失禁を引

き起 こす機序についてはい まだ解明されいる とはいえ

ないが,加 齢や痴呆 に伴 う中枢神経 の変化は中枢のア

セチル コリン系を始め ノルア ドレナ リンや ドー一パ ミン

系の機能低下を きたす ことが報告 され てい る16).最 近

われわれは基礎実験 の結果か ら,こ れ ら中枢 ノルア ド

レナ リン系や ドーパ ミン系が排尿反射 に大 く関与 して

いることを明らかに してい る17,18).従って,こ れ ら中

枢の神経伝達物質の変化が痴呆に伴 う排尿筋の反射充

進を引 き起 こしている可能性がある,し か し結論 を得

るにはなお一層の基礎研究が必要 であろ う.

高齢老 の尿失禁を引 き起 こす要因 としては痴呆 や 日

常動作 の障害の他に,尿 路感染,内 服薬剤,脳 血管 障

害な どに伴 う神経疾 患 などがあ げ られ ている2・3・19).

しか し,今 回の結果か らは これ ら尿路感染,既 往疾患,

内服薬 剤と尿失禁との間に特 に関連は認め られ なか っ

た.今 回の検索では個hの 疾患や 内服薬剤の例数が少

なく明か な対応 が出るまでに至 らなか ったのが原因で

あろ う.ま た,今 回の調査ではstresstestな どの尿

道側の機能低下 については検討 していないため,腹 圧

性尿失禁が どの程度関与 しているかについては明らか

ではない.し か し,諸 家の報告 に よれば,高 齢者の尿

失 禁において,そ の原因が腹圧性尿失禁のみである場
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合は少ない13).そ して最近,従 来 の尿失禁の タイ プに

は含まれない機 能性尿失禁 とい う分類が用い られてい

る3).こ れは 体動不能や認識 障害に よって 起 こる尿失

禁で,今 回の調査で も尿失禁を有す るものの うち排 尿

筋 の機能に異常がな く重度の痴呆や寝たき りに近い状

態 のものは この範躊 に含まれ るもの と思われ る.

最後に,高 齢者の尿失禁は当事者 にとって大 きな問

題 であることは もちろん,介 護老の負担20,21)や介護に

かか る コス トの面3)か らも大 きな問題 となっている.

しか し,今 回の検索か らも明らかな ように,一 口に高

齢者 といって も痴呆 や 日常動作の制限の程度を始めそ

の個/_の 状態は多様 である.従 って,尿 失禁の治療 や

尿失禁を有す るものの介護に際 しては,尿 失禁のみを

診るのではな く,個 々の全身状態を的確に把握 した上

での治療 や看護が求め られ ているといえ よう.

結 語

1.特 別養護老人ホ ームに入所中の老人98名(女 性

77名;男 性zi名;平 均年齢78 .8歳)の うち,尿 失禁を

47名(48%)に 認め,そ の うちd五aperを 必要 とす る

高度の尿失禁を有する ものは21名(21%)で あった.

2.痢 呆お よび日常動作 の障害の悪化 と,尿 失禁 の

程度の間に有意 の相関を認 め,痴 呆 ならびに 日常動作

の制限は 尿失禁の 大 きな リス ク ファクターと考xら

れた.

3.排 尿筋 の無抑制収縮の有無 と,痴 呆ならびに尿

失禁 との間にそれぞれ有意の相関を認め,痴 呆に伴 っ

て引 き起 こされ る排尿筋の反 射充進が尿失禁の大 きな

原因 となっていると思われた.

稿を終 えるにあた り,今 回の調査に多大の御 協力を頂いた

大阪府済生会特別養護老人 ホーム城東園の立 田光子看護主任

な らびに森美彌子寮母長をは じめ とす る看護婦,寮 母の方 々

に深 く感謝いた します.本 文の要 旨は,第78回 日本泌尿器科

学会総会及び第7回 日韓泌尿器科総会において発表 した.
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