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本日の話題本日の話題

１）高齢者に多い皮膚疾患１）高齢者に多い皮膚疾患

２）疥癬と白癬（水虫、タムシ）２）疥癬と白癬（水虫、タムシ）

３）高齢者の皮膚との付き合い方３）高齢者の皮膚との付き合い方

４）褥瘡（床ずれ）の予防４）褥瘡（床ずれ）の予防

５）褥瘡ができてしまったら５）褥瘡ができてしまったら



高齢者の皮膚の特徴高齢者の皮膚の特徴

乾燥している乾燥している

薄い薄い

しわがあるしわがある

腫瘍ができやすい腫瘍ができやすい

白髪が増える、毛が薄くなる、鼻毛、眉毛は白髪が増える、毛が薄くなる、鼻毛、眉毛は
伸びる伸びる

爪が厚くなり縦の溝ができる爪が厚くなり縦の溝ができる

ほくろがほくろが大きく色が薄くなる大きく色が薄くなる



高齢者の皮膚の特徴高齢者の皮膚の特徴

乾燥している→かゆくなりやすい乾燥している→かゆくなりやすい

薄い→少しの外力でビランをつくる薄い→少しの外力でビランをつくる

しわがあるしわがある

腫瘍ができやすい腫瘍ができやすい

白髪が増える、毛が薄くなる、鼻毛、眉毛は白髪が増える、毛が薄くなる、鼻毛、眉毛は
伸びる伸びる

爪が厚くなり縦の溝ができる爪が厚くなり縦の溝ができる

ほくろがほくろが大きく色が薄くなる大きく色が薄くなる



皮膚腫瘍、皮膚がん皮膚腫瘍、皮膚がん



基底細胞癌

高齢者の癌は顔に多い



老人性色素斑、イボ



老人性色素斑、イボに見えても悪性黒色腫の一型で
あることも



外陰パジェット病

高齢者に多いが、恥ずかしさのため手遅れになる代表



湿疹、皮膚炎湿疹、皮膚炎



すねは最も早く乾燥する部位。乾燥性湿疹。



皮膚常在菌



若い人でも 貨幣状湿疹 特発性色素性紫斑



貨幣状湿疹：丸い形のため
タムシと誤診されることも

治療：ステロイド軟こう、保湿剤



ステロイド外用剤は選択と使用法が難しい



ベッド柵に当たって皮下出血、びらんを繰り返す高齢者には
透明なフィルムを予防的に貼っておく。

1週間ははがさない。
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疥疥 癬癬





疥疥 癬癬 とと は？は？

★ヒト皮膚に寄生し角層にトンネルを作り、卵を★ヒト皮膚に寄生し角層にトンネルを作り、卵を
産み増殖するヒゼンダニの感染症。産み増殖するヒゼンダニの感染症。

★戦前は主として布団、皮膚の長時間の接触★戦前は主として布団、皮膚の長時間の接触
で感染するＳＴＤ（性行為感染症）または家族で感染するＳＴＤ（性行為感染症）または家族
内感染症だったが、この２０数年は老人保健内感染症だったが、この２０数年は老人保健
施設内での集団感染が問題施設内での集団感染が問題

★臨床的には湿疹と区別がむずかしい★臨床的には湿疹と区別がむずかしい

★感染しても★感染しても潜伏期間が１ヶ月潜伏期間が１ヶ月あるため気づいあるため気づい
たときには同居家族に拡大している。たときには同居家族に拡大している。



★確定診断は虫体または虫卵を見つけること★確定診断は虫体または虫卵を見つけること
だが、経験豊富な皮膚科医でもみつけにくい。だが、経験豊富な皮膚科医でもみつけにくい。

★治療は農薬の内服、外用。イオウ剤外用。★治療は農薬の内服、外用。イオウ剤外用。

★ステロイド外用剤は★ステロイド外用剤は 禁忌禁忌

疥疥 癬癬 とと は？は？



ヒゼンダニはヒト皮膚以外ではほとんど生きられない



有効な疥癬の治療有効な疥癬の治療

イベルメクチン（ストロメクトール）の内服イベルメクチン（ストロメクトール）の内服。。
10~12mg/day10~12mg/dayを１週間おいて２回。を１週間おいて２回。

イオウサリチル酸チアントール軟膏の塗布。イオウサリチル酸チアントール軟膏の塗布。
１日１回２週間。１日１回２週間。

安息香酸ベンジルローションの塗布。安息香酸ベンジルローションの塗布。 １日１１日１

回２週間。回２週間。

１％１％γγ--BHCBHC軟膏、ローションの塗布。１週間軟膏、ローションの塗布。１週間

おいて２回。おいて２回。



効かないどころか皮膚に効かないどころか皮膚に
有害なこともある治療有害なこともある治療

オイラックスオイラックス

ムトーハップ入浴ムトーハップ入浴



背部の湿疹様皮疹

これだけ診てもわ
からないが・・・

手背の疥癬トンネル。黒い
汚い角質が線状に盛り上
がってみえる。



疥癬虫は角層の厚い部分に卵を産むので

トンネルはこんなところに集中



健康な６０歳男性。湿疹の治療中。
痒みが治まらないと受診。

肘に虫刺されはありえない

アップでトンネル確認



ステロイドで治療されていた85歳女性例（側胸部）。

多数の膿疱には虫がいっぱい
トンネル



指の間の小水疱やカサカサした
局面が特徴

手を見ると・・・



共にステロイド軟こうで
治療されていた高齢者
疥癬患者の肘。

疥癬は全身を診察しな
ければわからない

拘縮した手にトンネルは多発



水疱性類天疱瘡に合併した
疥癬（これは皮膚科医でも
見逃す！）

拘縮した腕の下に疥癬トンネ
ル多発。水疱や膿疱となって
いる



寝たきり高齢者では顔面や頭部、耳にも疥癬トンネルが。



小児の疥癬の特徴は手足の小水疱



①スプーン型の先端のピンセットでトンネルと思われる大きい
湿疹をむしりとる（出血するほど）

疥癬虫体の見つけ方



疥癬の顕微鏡所見（疥癬の顕微鏡所見（××200200））

②疥癬トンネルを20%KOH液で処理し
数分後につぶして顕微鏡で観察する

見つかる割合は慣れた皮膚科医で７０％！！



卵のカラ

卵を持った雌成虫

0.4mm 



疥癬トンネルＫＯＨ所見：卵から産まれた幼虫とカラ

オギャー



高齢者の疥癬と湿疹の鑑別

初発

皮疹

進行すると

ステロイドを
塗ると

疥癬

腹部、わきの下の
湿った部分

虫刺され

陰部、仙骨部、指
間、手のひらに汚
い角質増殖

しばらくは改善した
ようにみえるが無
効、悪化

湿疹

すね、腰、肩など乾燥
した部分

乾燥、地割れ、丘疹

痂皮が付着した貨幣
状の湿疹

著効



疥癬の感染初期の皮疹
の分布（間擦部位）

湿疹の分布（乾燥部位）



疥癬のトンネルが見つかる所



ノルウェー疥癬ノルウェー疥癬（角化型疥癬）（角化型疥癬）

１）通常疥癬が寄生する虫体が１）通常疥癬が寄生する虫体が11～～100100匹である匹である

のに対し、のに対し、100100万匹のオーダー。万匹のオーダー。

２）寝たきりの高齢者に多２）寝たきりの高齢者に多く、痒みを訴えられないく、痒みを訴えられない。。

３）３）免疫低下状態の患者に発症、または免疫低下状態の患者に発症、またはステロイドステロイド

外用剤外用剤を塗ることで、通常疥癬が変化するを塗ることで、通常疥癬が変化する。。

４）４）普通の疥癬とは桁違いに感染力が強く、普通の疥癬とは桁違いに感染力が強く、院内院内

感染感染の原因となる。の原因となる。介護者にも感染。介護者にも感染。

５）感染した場合の潜伏期間は数日と短い。５）感染した場合の潜伏期間は数日と短い。



ノルウェー疥癬と普通の疥癬の鑑別

初発

皮疹

進行すると

虫体の数

感染対策

ノルウェー疥癬

腹部、わきの下の
湿った部分

虫刺され

陰部、仙骨部、指
間、手のひらに汚
い角質増殖

１００万匹

厳重に

普通疥癬

左と同じ

痂皮が付着した丘疹

１～１００匹

ほぼ不要



院内感染事例



院内感染の発端となったノルウェー疥癬患者

（指の間の汚い角質は疥癬以外見られない）



シーツの塵埃中の虫体と糞







×

×

×



ノルウェー疥癬、自験例。４３歳健康な主婦 ステロイド治療中、湿疹
悪化 ２ヵ月後に受診



８０歳、特養入所中のノルウェー疥癬。
ノルウェー疥癬の鱗屑は汚いのが特徴



ノルウェー疥癬の角質には幼虫がウヨウヨ。通常疥癬のようなトンネルと
違っている。幼虫は脚が３対しかないので判別できる。



ノルウェー疥癬の治療ノルウェー疥癬の治療

通常疥癬の治療通常疥癬の治療

＋＋

入浴時にできるだけ痂皮を洗い流す入浴時にできるだけ痂皮を洗い流す

爪はできるかぎり短く切り、外用剤をすりこむ爪はできるかぎり短く切り、外用剤をすりこむ



ノルウェー疥癬が疑われた場合の感染対策ノルウェー疥癬が疑われた場合の感染対策

個室隔離個室隔離

予防衣、手袋の着用予防衣、手袋の着用

洗濯物はポリ袋で密封。洗濯は最後に別にし、乾燥洗濯物はポリ袋で密封。洗濯は最後に別にし、乾燥
機で乾燥する。機で乾燥する。

落屑が飛び散らないように掃除を。落屑が飛び散らないように掃除を。

血圧計、トイレ、車イス、ストレッチャーは専用化。血圧計、トイレ、車イス、ストレッチャーは専用化。

（患者が立ち回った場所にはゴキブリ用殺虫剤を。）（患者が立ち回った場所にはゴキブリ用殺虫剤を。）

入浴は最後に。入浴は最後に。

職員、同室者は予防的治療を。職員、同室者は予防的治療を。

爪は不用意に捨てない。爪は不用意に捨てない。

治療開始後２週間で十分



疥癬疥癬が疑われた場合の感染対策が疑われた場合の感染対策

個室隔離個室隔離

濃厚な接触には予防衣、手袋の着用濃厚な接触には予防衣、手袋の着用

洗濯物はポリ袋で密封。洗濯は最後に別にし、乾燥洗濯物はポリ袋で密封。洗濯は最後に別にし、乾燥
機で乾燥する。機で乾燥する。

落屑が飛び散らないように掃除を。落屑が飛び散らないように掃除を。

血圧計、トイレ、車イス、ストレッチャーは専用化血圧計、トイレ、車イス、ストレッチャーは専用化。。

患者が立ち回った場所にはゴキブリ用殺虫剤を。患者が立ち回った場所にはゴキブリ用殺虫剤を。

入浴は最後に。入浴は最後に。

職員、同室者は予防的治療を。職員、同室者は予防的治療を。

爪は不用意に捨てない。爪は不用意に捨てない。

治療開始後２週間で十分



詳しくは大滝先生
に聞いてください



白白 癬癬



ねたきり高齢者の足、爪白癬。

萎縮した皮膚は乾燥した雲母状の角層に覆われている。

ゆびの間は乾燥している。

高齢者の水虫、タムシ



マヒのある手の爪白癬とそのKOH顕微鏡所見。



某療養病床型病院における爪白癬の実態某療養病床型病院における爪白癬の実態
（中嶋弘らの報告）（中嶋弘らの報告）

調査対象患者：62名 （男性25名、女性37名）
平均年齢：75.9歳
爪白癬あり：55/62 (88.7%) 

SWO（手と足含む） ： 25名（40.3%） 男性7名、女性18名
手指のSWO ： 17名（27.4%） 男性5名、女性12名

Visual Dermatology Vol.5 No.6 2006より引用

SWO：表在型爪白癬



寝たきりの足白癬患者のシーツ上の白癬菌。

セロテープで採取した塵埃を平板培地に培養。



手の爪白癬から繰り返し体部白癬を生じた高齢者寝たきりの患者

2007.12.28
普段の左手の位置

94歳女性。脳梗塞後遺症、誤嚥性肺炎のため2007.12.10.入院



手の拘縮、水虫対策

指のあいだにさばきガーゼを挟み、乾燥させた
茶殻を不織布のお茶パックに入れて握らせる。



水虫の足の洗いすぎが原因の事件水虫の足の洗いすぎが原因の事件

20052005年秋、某老健で水虫が大流行？年秋、某老健で水虫が大流行？

嘱託医が岐阜県院内感染対策室に相談。嘱託医が岐阜県院内感染対策室に相談。

患者を診察したところ抗真菌剤によるかぶれ患者を診察したところ抗真菌剤によるかぶれ
と判明。と判明。

２００７年２００７年33月、ヘルパーが６０代の水虫患者月、ヘルパーが６０代の水虫患者

の足の指の間を強く洗ったところ化膿してしの足の指の間を強く洗ったところ化膿してし
まった。まった。



水虫の薬を塗り続けて悪化した接触性皮膚炎

ステロイド軟こうで１週間で軽快した。

水虫菌は弱いのでこんなにひどい湿疹
をおこすはずがない。



ノルウェー疥癬の足とかぶれはそっくり！



指の間を洗いすぎ、化膿した水虫

水虫薬にかぶれ、緑膿菌感染併発



なぜこのようなことが最近なぜこのようなことが最近
介護の現場でおこるか？介護の現場でおこるか？

水虫は汚い。うつる。水虫は汚い。うつる。

爪の水虫のテレビや新聞のＣＭ爪の水虫のテレビや新聞のＣＭ



そもそも入浴はなんのため？そもそも入浴はなんのため？

皮膚の汚れを落とし、清潔にする皮膚の汚れを落とし、清潔にする

身体を温めリラックスする身体を温めリラックスする

しかし一歩間違えると

皮膚を傷つける

傷は化膿する
この原因も入浴



皮膚常在菌

正常の皮膚と水虫や洗いすぎで傷ついた皮膚の違い

白癬菌

化膿菌



ゴシゴシ洗ってはいけませんが、爪は

こまめにニッパーで切ってあげてください



足の洗い方足の洗い方

指の間をごしごし洗わない（指の間をごしごし洗わない（100%100%化膿しま化膿しま

す）す）

ふやけて自然に落ちる角質をそっとタオルでふやけて自然に落ちる角質をそっとタオルで
こすりとるこすりとる

指が“おしくらまん指が“おしくらまんじゅうじゅう”状態の人は入浴後”状態の人は入浴後
薄くガーゼなどの湿気取りをはさむ薄くガーゼなどの湿気取りをはさむ

入浴後は傷があれば抗生剤軟膏を、なけれ入浴後は傷があれば抗生剤軟膏を、なけれ
ば保湿剤を塗るば保湿剤を塗る



水虫に対する基本的な考え水虫に対する基本的な考え

１）水虫というのは白癬菌に対する軽いかぶれ１）水虫というのは白癬菌に対する軽いかぶれ
である。である。

２）水虫菌は感染力が弱いので、院内感染対策２）水虫菌は感染力が弱いので、院内感染対策
は不要は不要

３）薬によるかぶれを悪化と間違えやすい３）薬によるかぶれを悪化と間違えやすい

４）寝たきり高齢者の水虫の治療は不要のこと４）寝たきり高齢者の水虫の治療は不要のこと
が多いが多い

（くつを長時間履かない人の水虫は悪化しない）（くつを長時間履かない人の水虫は悪化しない）



前半終了です前半終了です



高齢者の皮膚疾患高齢者の皮膚疾患

揖斐厚生病院皮膚科揖斐厚生病院皮膚科

藤広満智子藤広満智子

２００８．１．２６．千葉床ずれ研究会



本日の話題本日の話題

１）高齢者に多い皮膚疾患１）高齢者に多い皮膚疾患

２）疥癬と白癬（水虫、タムシ）２）疥癬と白癬（水虫、タムシ）

３）高齢者の皮膚との付き合い方３）高齢者の皮膚との付き合い方

４）褥瘡（床ずれ）の予防４）褥瘡（床ずれ）の予防

５）褥瘡ができてしまったら５）褥瘡ができてしまったら



圧迫・ずれ圧迫・ずれ

◎褥瘡は、ずれと圧迫によって発生します。

正しいポジショニングや定期的に行う体位変換、

適切なスキンケア、フィルムの貼付によって褥瘡の予防、

初期段階での治癒が期待できます。

たとえば
褥瘡部位が 仙骨部 仰臥位

坐骨結節部 座位
尾骨部 ファーラー位
大転子 側臥位
くるぶし 側臥位
かかと 仰臥位

褥瘡の予防褥瘡の予防



◎褥瘡発生の原因を考え、対策を

★ずれ予防のために・・・ギャッジアップする時は、
足元からあげていますか？

★長時間のG-upは30度までにしましょう。

★G-upした時は、 背抜き しましょう。



ギャッジアップは足が先

３０度まで



①

③

②

ギャッジアップ時の
背抜きのしかた



G-up下げた時も一旦、左右のどちらかに側臥位にし
ベッドから身を浮かせてね。
（仙骨部にかかった圧を解除するため）

引きずる動作をしない。



90度側臥位にすると腸骨部に発赤や褥瘡になりやすい
踵が直接ベッドについていると、踵の褥瘡の原因と
なるためクッションなどを用いて、踵を浮かせておく。
体どうしの接触によっても褥瘡ができるため、
左右の膝や踵どうしが接触しないようにする。

体位変換の時は30度側臥位にしてますか？





側臥位ではクッションを利用して除圧を。

ひざやかかと同士がくっつかないように注意。



３０度側臥位が予防にはベスト

クッションは隙間がないようにいれる



車イスに乗るときにも注意を



９０度にする
こんなふうになると
褥瘡が



車椅子乗車、何時間も座らせてませんか？

★車椅子乗車は1時間まで。それ以上長くなるなら、臀部の除圧をする

クッションの使用
★体を持ち上げるか、その場立ってもらい臀部を浮かす。

（15分～30分おき）

★足置きに乗せた足を下ろすだけで圧が下がる。

褥瘡は治療より予防じゃな

よろしくたのむわ



本日の話題本日の話題

１）高齢者に多い皮膚疾患１）高齢者に多い皮膚疾患

２）疥癬と白癬（水虫、タムシ）２）疥癬と白癬（水虫、タムシ）

３）高齢者の皮膚との付き合い方３）高齢者の皮膚との付き合い方

４）褥瘡（床ずれ）の予防４）褥瘡（床ずれ）の予防

５）褥瘡ができてしまったら５）褥瘡ができてしまったら



阪和泉北病院 美濃良夫 監修より抜粋

褥瘡学会の勧める褥瘡のステージ別治療法

わかりにくい。このとおりにやっても改善しないどころか悪化するのはなぜ？
たのみのドレッシング材は長期間使えないし高価。



褥瘡治療に求められる条件褥瘡治療に求められる条件

早期治癒早期治癒

患者に苦痛を与えない患者に苦痛を与えない

介護者の肉体的、経済的負担に配慮介護者の肉体的、経済的負担に配慮

そのためにはそのためには

湿潤環境を維持する湿潤環境を維持する

多量の浸出液をドレナージする多量の浸出液をドレナージする

創の圧迫を減らし、局所循環を維持する創の圧迫を減らし、局所循環を維持する

デブリドマンを促進し、感染を制御するデブリドマンを促進し、感染を制御する

これらをすべてクリアするのが、Ｗｅｔ－ｄｒｅｓｓｉｎｇなのに閉鎖しな
い（Ｏｐｅｎ）、Ｏｐｅｎ Ｗｅｔ－ｄｒｅｓｓｉｎｇ Ｔｈｅｒａｐｙ ： ＯＷＴ です



参考図書

褥瘡の常識非常識：鳥谷部俊一

三輪書店 ２００５

これでわかった！褥瘡のラップ療法：

鳥谷部俊一 三輪書店 ２００７



２．フラットな紙おむつに一重に貼り付ける。２．フラットな紙おむつに一重に貼り付ける。

３．壊死組織や過剰肉芽があれば適当な軟膏を穴あきラップに薄く塗る。３．壊死組織や過剰肉芽があれば適当な軟膏を穴あきラップに薄く塗る。

方方 法法 （処置は原則１日２回）（処置は原則１日２回）
１．穴あき水切りポリ袋（以下“穴あきラップ”）の１．穴あき水切りポリ袋（以下“穴あきラップ”）の

穴のある部分を褥瘡よりひとまわり大きく切る。不織布はだめ。穴のある部分を褥瘡よりひとまわり大きく切る。不織布はだめ。



４．褥瘡に微温湯をスプレーして、創面は壊死組織を洗い流すように４．褥瘡に微温湯をスプレーして、創面は壊死組織を洗い流すように
プラ手でそっとこすり、プラ手でそっとこすり、 周囲の皮膚もきれいに洗う。軟化した壊死組周囲の皮膚もきれいに洗う。軟化した壊死組
織はクーパーで出血しない程度にデブリする。織はクーパーで出血しない程度にデブリする。

５．ティッシュで水分を拭いたあと、準備したパッドを５．ティッシュで水分を拭いたあと、準備したパッドを
創面に当てておむつで固定する。創面に当てておむつで固定する。

５’．穴あきポリ袋にいれたパッドを創面に当ててもよい。５’．穴あきポリ袋にいれたパッドを創面に当ててもよい。



症例１症例１

患者：患者：9696歳歳 女性女性
初診：初診：20072007年年66月月2525日日
既往歴：既往歴：

20062006年年77月：脳出血、左半身麻痺月：脳出血、左半身麻痺
20062006年年1212月：褥創（仙骨部、左右大転子部、月：褥創（仙骨部、左右大転子部、

右下腿部）、敗血症右下腿部）、敗血症
現病歴：現病歴：20072007年年22月月1818日当科を退院後日当科を退院後、、自宅で褥創自宅で褥創
処置されていた。同年処置されていた。同年33月以降、自動体位変換機月以降、自動体位変換機
能付きエアーマットを導入したとこ能付きエアーマットを導入したところろ褥創が多褥創が多
発し（発し（1111箇所）、家族が疲弊したため箇所）、家族が疲弊したため66月月2525日再日再
度入院となった。度入院となった。



検査値検査値
20072007年年66月月2626日日 20072007年年99月月66日日

WBC:5000WBC:5000//μμl   l   →→ 90009000//μμl l 

HbHb: : 8.48.4 gg/dl     /dl     →→ 9.6  9.6  gg/dl/dl

CRP:ND           CRP:ND           →→ 0.72 0.72 mgmg/dl/dl

TP: ND           TP: ND           →→ NDND

Alb:1.9 g/dlAlb:1.9 g/dl →→ 2.7  g/dl 2.7  g/dl 

DESIGN score    16 DESIGN score    16 →→ 99

１日栄養量：１日栄養量：エネルギーエネルギー 14001400kclkcl

（経（経管）管） 蛋白蛋白 6060ｇｇ

水分水分950950ｍｌｍｌ



拘縮のため、ベッドは半分で十分



２００７．６．２５．再入院時



2007.6.26  入院時仙骨部 2週間後



2007.7.24 (1ヵ月後)

2007.8.14 (2ヵ月後) 2007.9.25( 3ヵ月後)

2007.6.26    入院時右大転子部

① ②

③ ④



2008.1.8



1.22．ラップかぶれのため、フィルムを最小限に。まわりにステロイド軟こうを



症例症例 ２２
患者：患者：9393歳歳 男性男性

初診：初診：20072007年年33月月2288日日

既往歴：既往歴：20032003年年 腎盂腎炎腎盂腎炎

現病歴：現病歴：20062006年年11月末より仙骨部に褥瘡があ月末より仙骨部に褥瘡があ
り、自宅で軟膏処置り、自宅で軟膏処置ををされていた。されていた。20072007年年
33月頃より下痢と浮腫が悪化し同年月頃より下痢と浮腫が悪化し同年33月月2727日日
当院内科に入院となった。当院内科に入院となった。44月月22日、褥瘡治日、褥瘡治
療のため当科に転科した。療のため当科に転科した。



検査値検査値
20072007年年44月月22日日 20072007年年66月月11日（退院時）日（退院時）
WBC:WBC:11600 11600 //μμll →→ 4200 /4200 /μμll
Hb:Hb:8.9 8.9 gg/dl /dl →→ 7.7 7.7 gg/dl /dl 
CRP:CRP:7.157.15 mgmg/dl   /dl   →→ 1.06 1.06 mgmg/dl/dl
TP:TP:4.6 4.6 g/dl    g/dl    →→ 6.0 g/dl6.0 g/dl
Alb:1.9  g/dlAlb:1.9  g/dl →→ 2.0 g/dl2.0 g/dl

DESIGNDESIGN score  25score  25 →→ 1111

創部培養創部培養：：StapylococcusStapylococcus aureusaureus
Proteus mirabilisProteus mirabilis

１日栄養量１日栄養量：エネルギー：エネルギー 16001600kclkcl
（経口）（経口） 蛋白蛋白 8080ｇｇ

亜鉛追加亜鉛追加



2007.3.16 ＯＷＴ開始時

2007.5.22 （２ヵ月後退院時） 2007．9.26 外来受診時

2007.4.20 （１ヵ月後）

① ②

③ ④



２００５．１２．１３．

（ＯＷＴ前）

２００６．１．１０．退院時

（ＯＷＴ４週間目）

症例７ 72歳男性 多発脳梗塞・誤嚥性肺炎Alb. 2.3g   Hb 9.7g  ポケット（ー）

06.9.7.家族に介護力なく、
悪化再入院 OWT再開

07.1.23. 07.10.23.



O W T 導入前後の褥瘡患者の比較

報告期間 H.16.3.～17.9. H.17.5.～19.6.

平均年齢 77.1歳 78.9歳

男女比 44：34 （78例） 64：54 （118例）

平均Alb値 2.6g/dl                           2.6g/dl

持ち込み 39/78（50.6%） 67/118（56.8%）

発生部位

仙骨 44 ( 55.0%)                83 ( 63.8%)

大転子 11 ( 13.8%)                 10 ( 7.7%)

腸骨 6 ( 7.5%)                    4 ( 3.1%)

下肢 10 ( 12.5%)                 19 ( 14.6%)

背部・他 9 ( 11.3%)                  14 ( 10.8%)     

背景因子
OWT導入前 OWT導入後



治癒 ２４（３０．８％） ６１（５１．７％）

退院 １９（２４．４％） ２４（２０．３％）

死亡 ３４（４３．６％） ２９（２４．６％）

不明 １（ １．３％） 治療中 ４（ ３．８％）

計 ７８ １１８

転帰



治癒

退院

死亡

不明

治癒

退院

死亡

治療中

ＯＷＴ導入後の褥瘡の転帰ＯＷＴ導入前の褥瘡の転帰
（ H.16.3.～17.9.報告７８例 ） （ H.17.5.～19.6.報告１１８例 ）

30.8%

51.7%

20.3%

43.6%

24.4%

24.6%

OWT導入前後の褥瘡患者の転帰比較



褥瘡対策委員会での評価 ：
従来の方法よりよい・・・・・・・・・・７３例（８０．２％）
従来の方法と変わらない・・・・・・・９例（ ９．９％）
悪化しないが治癒傾向ない・・・・・５例（ ５．５％）
かぶれなどの理由で不適当・・・・・２例（ ２．３％）
感染の引き金となった可能性・・・・２例（ ２．３％）

看護師の感想 ：
肉芽の盛り上がり、上皮化が早い
周囲の皮膚がきれい
処置が楽になった
臭いが少ない
退院後の処置指導がしやすい
処置が楽しい



この方法は褥瘡でこれだけよくなるのだったこの方法は褥瘡でこれだけよくなるのだった
ら、難治性潰瘍に使えないか？ら、難治性潰瘍に使えないか？



２００６．６．２７．初診時

1.5cmx3.0cmの潰瘍

２００６．７．４．ゲーベンＯＷＴ
１週間後。ほぼ上皮化。

５０歳女性。３月にアンカで下腿に熱傷。近医で処置をするも難治のため、

植皮目的で紹介された。肥満あるも基礎疾患なし。



ＯＷＴ（穴あきポリ袋によるＯＷＴ（穴あきポリ袋による
開放性ウェットドレッシング療法）の長所開放性ウェットドレッシング療法）の長所

創傷治癒に必要な湿潤環境が維持できる

適度なドレイナージ効果がある

ガーゼなどによる圧迫がない

摩擦、ずり応力の軽減

皮膚にテープ類を貼らなくてよい

褥瘡の状態による治療法の変更はほぼ不要

ポケットの洗浄、切開が不要

患者に処置時の痛みを与えない

安価で入手も簡単、看護労力の軽減が可能

オムツ交換の要領で家庭でもできる

感染がないので臭いがない。



私たち皮膚科医はラップ療法の誌上ディベートをしました



①

⑤

④

③

② Visual Dermatology誌

２００７．No.５～９での

ディベート

まだ続いています。



ＯＷＴのキーワードはＯＷＴのキーワードは
自然治癒力自然治癒力

反対派の人たちに捧げることば

「曇りなき眼で傷を見よう」・・・・・・“もののけ姫”より

「事件は現場で起きているんだ。会議室じゃない。」

・・・・・・“踊る大捜査線”より



在宅療養者の皮膚疾患在宅療養者の皮膚疾患

日本臨床皮膚科医会在宅医療委員会日本臨床皮膚科医会在宅医療委員会：：日本臨床皮膚科医会雑誌日本臨床皮膚科医会雑誌2424巻巻33号号 Page245Page245--252(2007)252(2007)

調査期間：平成17年7月～11月
調査方法：訪問介護サービスを受けている在宅療養者（566名）を対象に看護師が訪問時に皮

膚の状況を記載した。
結果：調査件数566名中399名（70.5％）に何らかの皮膚疾患を認め、その内訳を図に示した。



ご清聴ありがとう
ございました


