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原 因

• 褥瘡の原因は複雑であり、圧力、剪断応
力、危険因子、低栄養、病的骨突出と日常
生活活動制限などがあげられる。

• 単なる圧力のみで起きるのではない。

• 切り創（きりきず）は単純で外力や刃物に
よるものである。

壊死組織
• 壊死組織が創や潰瘍の中に存在すること

は、その治癒経過に大きな影響を与え治
癒を長引かせる。

• 壊死組織は褥瘡では必発であり、壊死組
織の扱いが褥瘡の治癒経過を左右する。

• 切り傷にはほとんど壊死組織はない。

褥瘡の“局所的原因”
前提として加齢による皮膚の変化

• 加齢による皮脂分泌低下・発汗低下
は、ドライスキンになるとともに表皮も
薄くなる。

• 高齢者の皮膚のバリア機能低下は、
外界からの刺激に対して脆弱となる。

• 局所血流や細胞の新生・増殖機能の
低下は、創傷治癒を遅延させる。

ちょっと疥癬のお話：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

＊床ずれ研究会藤広先生第2回講演会より

ステロイドで治療されていた例。多数の膿疱には虫がいっぱい

＊床ずれ研究会藤広先生第2回講演会より



指の間の小水疱やカサカサした
局面が特徴

手や仙骨部を見ると・・・

＊床ずれ研究会藤広先生第2回講演会より

褥瘡の“局所的原因”No１：骨突起

• 骨突起部に体の圧が集中する。

• 皮膚は骨とベッド・車椅子シートとの
間に挟まれる。

• 特に、“やせ”などによる病的骨突出

は体の圧集中は助長する。

＊永仁会病院鈴木院長発表資料より

寝具と肥満度と体圧の関係

寝具 ・ ＢＭＩ ２０以下 ２０～２５ ２５以上

通常マットレス ６９±２７ 48±８ 43

体圧分散（マキシフロー
ト）

２６±８．５ ２５±５．５ 17

エアーマット ２６±３ ３６±１０．５ 39

ＢＭＩ＝身長÷体重２ ２０～２５肥満１度

＊永仁会病院鈴木院長発表より

体圧分散マットレスを使うか使わないかで、褥瘡の発症確率がどの位
の違いになるかを調べたものである。例えば下のグラフ右「浮腫と病
的骨突出(軽度・中等度)」のある患者に対し「体圧分散マットレスなし(
緑色)」の場合66.0%の確率で褥瘡が発症するが、「体圧分散マットレ
スあり(ピンク)」の場合は確率が34.1%の発症となり、その発症確率の
差は実に31.9%もある事がわかった（大浦先生HPより）。

体圧分散マットレスの重要性

＊大浦先生HPより

体圧分散マットレスの種類は多いが、
厚さが15cm以上の高機能タイプと、
10cm以下の汎用タイプがあり、これと

は別に構造・機能的な分け方として静
止型と動的な型、すなわちエア切り替
え型に分けられる。

マットレスを選択するときは患者の危
険要因に従って選択すべきである。高
機能タイプのマットレスとしては、日本
製ではビッグセル(ケープ)、アドバン(モ
ルテン)、ザ･グレース(三和化研)の三

つがある。また、自動体位変換高機能
多目的型としてクレイド(モルテン)があ

る。
一般にエアマットレスを購入し使用し

ていると、もう安心と考えている人が多
いが・・・。



高機能エアマットとは

• 一般に「低圧保持可能なエアマットレス」のことを高機
能エアマットレスと言います。 日本褥瘡学会の指針で
高機能エアマットレスが要求されている項目としては、

• ■屈曲型拘縮患者（病的骨突出も多いため） ■病的
骨突出ががある場合
■褥瘡が複数ある場合や得手体位などによって褥瘡
部を下にする体位をとらざるを得ない場合
■褥瘡が複数ある場合や真皮を越えた褥瘡を保有す
る場合 ■術後直後

• この5つの項目に機能で対応できるエアマットレスでな
ければ高機能エアマットレスではない。
※日本褥瘡学会「褥瘡対策の指針」より

BMI値別 各種寝具の体圧値の３２ｍｍＨｇ以上の危険値×
境界付近を△
寝具　BMI値 20未満 20以上25未満 25以上
通常マットレス × × ×
ｺﾝﾌｫｹｱﾏｯﾄﾚｽ
（２層式ﾏｯﾄﾚ
ｽ） ○ ○△ ○
ﾏｷｼﾌﾛｰﾄ(３層
式ﾏｯﾄﾚｽ） ○ ○ ○
ﾌﾚｯｸｽﾏｯﾄﾚｽ
(天然ｺﾞﾑ） △ △ △
スーパー介助
マット(自動体
位変換ｴｱﾏｯﾄ) ○ × ×

体圧分散ウレタンフォームマットレスについて

宮城県永仁会病院職員の実測検査より

一体成形型と二層式ｴｱｾﾙ型の違い
• 一体成形型のエアマットレスは、構造上空気が移

動しやすい（横のみならず縦方向にも、逃げやす
い）ため、圧力が集中すると容易に 底づきを起こ

してしまいます。一方独立したエアセルを持った
エアマットレスは、エアセルが横方向に独立して
いることで身体に追従しやすく、また二層式のエ
アセルは垂直方向に身体を支えて空気が逃げに
くいので、常に除圧力と柔軟性を維持することが
できます

図12B 高機能タイプ 体圧・分布比較データ

マットレスを選択する際に、まず各施設の全入居者の褥瘡危険要因を調べ、危険要因1点以

上の患者数を調べる。次いで、レベル別とその数に従って下表のようにその施設で必要なマ
ットレスの数と質の目安をつける。

寝たきり判定の危険要因が「ない」か「軽度」の場合には汎用型の体圧分散マットレスでも
よい。もし、危険要因が「中等度」か「高度」であれば 初から高機能タイプのマットレスを用
いた方がよい。

マットレス選択基準

第一次計画
予算が限られている場合

第二次計画
一次計画達成後

考え
方

質より数量 １）質を考慮する。
２）数量を十分供給する。

目安 危険要因（ＯＨスケール）
保有者全数の５０％以上の数

上欄の１）と２）を同時進行させる。

質 数を揃える為には、静止型
（厚さ10ｃｍ以上）が

安価で望ましい。

１危険要因中等度、高度レベルの患者に対して高機能タイプマット
レスをを供給する。２静止型マットレスを危険要因保有患者に揃える

理由 静止型（厚さ10ｃｍ程度）でも

床ずれ予防・治療に役立つ
（しかし高度な看護力が必要） 危険要因を高度に持つ患者は、高機能タイプが必要

ＯＨスケールとは

1 自力体位変換

意識状態、麻酔
麻痺、安静度

できる

０点

どちらでもな
い

1.5点
できな
い3点

2 病的骨突出(仙骨部) なし0点 軽度・中程度
1.5点

高度
3点

3 浮腫 なし0点 あり 3点

4 関節拘縮 なし0点 あり 1点

危険要因 点 数

なし ０点

あり ａ 軽 度レベル １～３点

ｂ 中等度レベル ４～６点

ｃ 高 度レベル ７～１０点



褥瘡の“局所的原因”
No2：摩擦・ずれ

• ベッドのギャッジアップ、体位交換、清
拭・入浴・オムツ交換時などに“摩擦”や
“ずれ”が生じやすい。

• シーツの“しわ”、厚く当てたガーゼや被
覆材、バスタオルの“しわ”が体に加わる
圧を増加させる。

• 床ずれを治そう、作らないと思うなら、圧
とズレを自分で感じること。

褥瘡の発生機序
：生体の反応

• 皮下の微小循環を閉塞し組織障害の一因
となる。

• 剪断応力は、皮膚表面を剥がす力となる。

• 「圧力×時間」が一定以上になると組織を
障害する。

• 同じ虚血時間で持続的な圧迫より「圧迫→
解除」を繰り返したほうが、組織や微小循
環を障害する。

褥瘡の発生機序
：生体外部からの力

• 皮膚表面を均一な力で圧迫した外力は、生
体内部で複雑な力となる。

• 垂直方向への力；圧縮応力

• 左右に引く力；引っ張り応力

• 斜め方向に引く力；剪断力

• これらが相互に作用して皮膚浅層より血管
や骨に近い部分（深部）を圧迫する。

皮膚の“ずれ”は危険

• 皮下脂肪組織と筋肉組織の結合は緩やか。

• 緩やかな結合が“ずれ”を生じる原因となる。

• 圧迫に“ずれ”が加わると褥瘡発症の危険性

が増す（ 近エビデンスが構築されてきた）。

• すでに存在している褥瘡に対する“ずれ”は、

皮下にポケットを形成する原因となる。

• 姿勢保持や移乗の際に自分の体を浮かすこ
とができない人は、摩擦による損傷発生りす
くが高い。

ずれ力を意識した介護への意識転換

• 2時間おきの体交は垂直方向の圧力の分散

にのみ意識が向いているが、それ以上にマッ
ト選び、圧抜き、ポジショニングがズレ力を軽
減させるために重要。

• 荷物のように扱い、力まかせの介護ではなく
、被介護者の体重移動をサポートする介護。

• 力任せは筋緊張を招き、拘縮を招くことも。

• 体が浮いている膝と首の部分を持とうとする
が、特に仙骨部にズレを生じる。体重のかか
っている肩甲骨部分と仙骨のところにやさしく
手を入れて移動させるのが良い。

頸と膝の裏に手を入れ
V字を作り一気に起こす

方法は、上体と下肢を
持ち上げ、お尻だけで
支えて回転させるので
仙骨部にズレと圧が

生じる。

相手に不安感を
与える力任せの

やり方

体圧分散できていない

床ずれ
ケアナビ

より



寝返る方向の手足は広げる。
頭は動く方向に向け、

あごを引かせる。

体側の足を曲げ骨盤から回
転させ、少しねじれが入る
ように寝返りを介助する。

股関節でまげるようにして
膝から下をベッド端に下す

頸から肩の下に手を入れ、
片方は骨盤を上から固定

して支える

頸から肩にかかっている
体重を肘に移すように

前方に動かす

肘の次は、手のひら、大腿部、
坐骨の順に体重を移動させ、

起き上がらせる

自然の動きを基に端座位にさせる方法

頭の位置の動き（自然な曲線的動き）

床ずれ
ケアナビ

より 通常でも圧が高い踵や
仙骨部に、さらにズレ

を起こしている。

ベッドにできるシワに注目

外側が滑りやすいグローブ（市販品）を使用した移動で皮膚の摩擦
やズレを軽減する（スーパーの袋などでも代用可能）。

圧がかかっている頚部と肩甲骨に
手を入れそっと引き寄せる。

但し、頚部の手で頸にねじれの負担
をかけないよう、肩に触れるようにする。

骨盤の下に両手を差し込み、
仙骨部が完全に介護者の

手に乗った状態でそっと引き
寄せる。

踵を手に乗せて
引き寄せる。

横移動
床ずれ

ケアナビ
より

マットやクッションで滑ってしまうことは逆効果

体圧分散
と

ズレ吸収
ムレ防止

表面はきちっと密着し摩擦があ
る方が、すべり落ちず衣類によ

る皮膚の寄れがない。可塑性の
ある素材
が良い。
ただしヘ
タリがあ
るものは

ダメ

やっぱり背抜きは、大切！

ギャッチベッドによる半坐位のポジショニング
～抱き起こし

（いわるゆる背抜き）の効果
起した時のみではなく、

下げた際も行なうことの大切。
臥床させた際には、

“ずり下がる力”がかかったままになっている。

ポケットの深い褥瘡を作る恐れ！
（実際にベッドに臥床して、

体験してみれば分かります。また、
患者さんのお尻の下に

手を入れて感じてみよう。）

＊床ずれ研究会長尾先生第1回講演会より

自分で操作できる
電動ベッドがある
からといって安心

できない

車いすの移乗と座りなおしの注意点１
人の動きに合わせた
自然なケア方法

（１） 立位介助

（2） 膝付き介助

（3） 上方からの介助

床ずれ
ケアナビ

より

車いすの移乗と座りなおしの注意点２
• 治す時にズリズリしない。

• 足に体重を乗せる。

• 座りなおしをすることにより体圧が三分の一
に、ズレ力が8分の一のなる。

• 在宅床ずれ患者には、座位は2時間を限度と
し、15分臥位をとることと、頻回のプッシュアッ

プ運動、加重部位の変換、移乗の際はゆっく
り行うことを指導。

床ずれ
ケアナビ

より



ポジショニングも大切です！

拘縮の予防や
筋緊張の緩和
と調整、姿勢の
安定から活動

を促す効果あり。

＊床ずれ研究会長尾先生第１回講演会より

クッションの当て方
• クッションは減圧のポジショニングを維持するた

めにある。

• より体にフィットするものが良い。その方が体圧
が分散される。

• 足の間に挟み込もうとすることは、開くときに負
荷をかける。

床ずれ
ケアナビ

より

クッションについて
• クッションは体位交換用枕やポジショニング枕として使

われるため、あまり材質は問題にならなかった。

• 体圧分散を一応意識してスポンジ製、（素材はあまり
良質ではない）であるが、反発力が生じるため、スポン
ジを細かく切った素材のものが登場。

• スポンジよりも細かいビーズが良いと言われている（ケ
ープより）。小さい球形でビーズ同士の摩擦も少ない
為内部でずれ力を打ち消そうとするズレ応力が貯まら
ず、外側からのズレ力を吸収したままに変形すると考
える。

• もちろん、マットレスもクッションも底付きする物は論外

• ビーズも細かい素材になり、細かいビーズと細かいス
ポンジを合わせたものもある（ﾛﾝﾎﾞｸｯｼｮﾝなど)。

かかとの褥瘡
• エビハラ病院の

データではかか
との褥瘡は改善
率が６０％以下
（他の部位では
８０％以上）

下腿全体を広い面積
で支え、踵への圧力
集中を防ぎます。さら
に、ベッドの背上げ
時に働く、踵へのズ
レ・摩擦も低減できる
。

かかとの褥瘡
を想定した
エアマットも
存在する。

クッションの当て方２

• 脇に挟むときも要注意。

• 抱き込む形が良い。

• とにかく隙間を作らない。

床ずれ
ケアナビ

より

側臥位３０度ルール
• 側臥位は３０度以下とし 殿筋で広い面積で

身体のポジションを保つ。

• るいそうが激しく、殿筋が委縮し仙骨部の骨
突出が著名な人には３０度側臥位は禁忌。

大転子

殿筋

仙骨



褥瘡の“局所的原因”
NO3：失禁や湿潤

• 失禁、下痢、発汗などによる局所の浸潤や汚
染が皮膚を“ふやけ”に導く。

• 特に皮膚のバリア機能が障害されると真菌に
とって格好の生育環境となる。

• 失禁による皮膚浸潤と褥瘡発症には、統計
学的な関係がある。

• 過剰な湿潤（ふやけ）は皮膚表面の自然な再
構築を妨げる。

• ふやけを防ぐ尿取りパッドの当て方（男性と
女性）の工夫。

便汚染で苦労した事例

（参考） 近では便汚染保護目的で肛門部に貼る
ストーマバッグのような形の物が市販されている。

褥瘡の“全身的原因：低栄養
• やせている対象者は、褥瘡が多い。

• 蛋白質・エネルギー低栄養状態（protein 
energy malnutrition:PEM）は、クッションの役
割を有する脂肪組織が減少する。

• PEMは、筋肉に蛋白異化亢進が進むと筋
萎縮を生じ骨突出が顕著となる。

• PEMは、組織の浮腫を招き皮膚は傷つきや
すくなり、治癒が遷延する。

• アルギニンやビタミンC、銅、亜鉛は創傷治
癒において重要である。

• 皮膚組織を構成するコラーゲン接取も重要

アルギニン・亜鉛の重要性

• アルギニンは、細胞性免疫の賦活や好中球
の殺菌能の改善に寄与

• 生体侵襲時に重要が増大

• アルギニンはコラーゲンにも一定量含まれる

• 亜鉛はタンパク質合成や細胞の増殖に寄与

エネルギー投与を増やせばよいのか

• そもそも、寝たきり患者のほとんどがＡｌｂ低下
しているが、全員褥瘡になるわけではない。

• エネルギー投与を増加してもＡｌｂが増加する
わけではない。

• 栄養障害は基礎疾患がもたらす二次的障害

• 放出されたストレスホルモンや炎症性サイトカ
インなどによる生理的反応により炎症性たん
ぱく合成にスイッチが入り、Ａｌｂ合成が犠牲に

• しかし、過剰な栄養は生体にダメージをもたら
す

廃用症候群
• 精神でも身体でも頻繁に適切に使わなけ

れば機能が衰える。

• ほとんどあらゆる器官・組織に起る。

• 共通の原因(不使用・廃用)で種々の,一見
相互に無関係に見える症状が起る。

• 局所性におこる廃用症候群と全身性にお
こる廃用症候群がある。

• 臥位・低重力・感覚・運動刺激欠乏などに
より起こる。



拘縮 Contracture
• 関節が「錆ついて動かなくなる」
• 関節周囲の結合組織(膠原線維)が,硬

く,短くなること
• 関節自体の組織(靱帯,関節包)にも起

こる
• 小関節(指のMP関節など)が多く,大関

節では筋自体の短縮による場合が多
い

• 短縮とは収縮や固縮ではなく,筋膜，
筋中隔,筋線維束膜の短縮

廃用性筋萎縮
Disuse Muscle Atrophy

• 絶対安静は1週間で10～15%、3
～5週間で50%の筋力低下を起こ
す。

• 筋肉自体も2ヶ月以内に半分に
なる（筋線維直径の半分になる）。

局所性廃用症候群
皮膚

• 関節拘縮に伴って
次第に短縮が起る。

静脈血栓筋症

• 筋ポンプ作用不良
のため静脈還流が
悪くなる。

• 時には、ここから塞
栓が飛んで肺塞栓
を起すこともある。

重症褥瘡患者のほとんどの方が拘縮
大転子部などへの体圧が上昇する

厚さ12cmのｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑﾏｯﾄ

ﾚｽに寝た時の健常者と拘
縮患者の体圧の違い。赤い
32～40mHg、青い40mHg
以上になる。拘縮患者であ
れば、高機能の二層式エア
マットが望ましい。

拘縮部位そのものの褥瘡 褥瘡においても重要な早期のリハビリ

• 肺炎等で一時的にＤＩＶを行ったと
きなども要注意。

• 可能な限りベッド上での拘縮予防
の継続を

• 傷への影響を考慮したリハビリプ
ログラムの導入を



褥瘡について（後編）
鴨川市ケアマネ協議会

於エビハラ病院

編集エビハラ病院薬剤師久保忠一
（NPO法人床ずれ研究会代表）

監修：亀田メディカルセンター皮膚科田中厚

引用

日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会編
「床ずれケアナビ」

皮膚の
構造

表皮再生の鍵を握っている毛穴も汗腺（真皮から表皮が再生する鍵を握っ
ている）も存在しないため，治癒過程としては次の2つの過程を経ること

になる。

1. 創面を肉芽組織（Granulation Tissue）が覆う。

2. 肉芽組織表面に周囲から表皮細胞が遊離すると同時に，肉芽組織自
体が収縮することで創が小さくなる。

＊そして、表皮細胞はサイトカインにより活性化する。

この時，創面を乾燥させると肉芽が死んでしまうし，仮に肉芽が覆ったと
してもその表面が乾いていては表皮細胞は移動できない。

乾燥が一番
の敵

消毒は効果的か

• 消毒と生食洗浄後の感染率には優位差なし

（幸野；治療2006‐Ｄｉｒe atEmerg.Med,1990を解析）

・ 一方、生食と水道水でも優位差はないという報告
あり

・ 消毒は菌数を減らせない割に、自己細胞を殺すと
いうIN VITROの報告

・ 臨床でも、乾燥とともに消毒は、治癒を遅ら
す重大な要素として多くの報告がある。

感染は細菌数によるのみにあらず

• 感染は細菌数だけではなく、細菌にとって栄養源と
なる異物（壊死組織など）の量と生体防御力との相
対的関係で決定する。

• つまり細菌だけ殺せる殺菌消毒薬は常識では存
在しないので、それらはやむを得ない場合以外は
使わず、良く洗浄し、壊死組織はデブリを行い、生
体タンパク質にとって不可欠な湿潤環境を整える
治療法が望ましい。世界的にもそれがスタンダード
に。

• 生体防御力はサイトカインが鍵を握る。

• 一定以上の細菌数で創傷治癒が遅延するので、
消毒は時として必要という理論も登場している。

創傷治癒にかかわるサイトカインは多数あるが、その主たる貯蔵庫は
血小板とマクロファージで、そこから放出されるサイトカインが、線維芽
細胞や表皮細胞を活性化するが、線維芽細胞や表皮細胞自身もサイ
トカインを産生して自分自身を活性化するので非常に複雑である。

ｂ－ＦＧＦをスプレーするフィブラストスプレーが市販されている
が、褥瘡への効果は必ずしも芳しくない。すなわちｂ－ＦＧＦは創傷
治癒に必要ではあるが、それだけでは十分ではない。



市販被覆材分類

保険償還 医療機器分類 素材 商品名 創の深さ

技術料に包括 管理医療機器
ポリウレタ
ンフィルム

テガダー
ム､ｵﾌﾟｻｲ
ﾄｳﾝﾄﾞなど 表皮

特定保険医療
材料 管理医療機器

ﾊｲﾄﾞﾛｺﾛｲ
ﾄﾞ

ﾃﾞｨｵｱｸﾃｨ
ﾌﾞET

真皮に至
る創

特定保険医療
材料

高度管理医療
機器

ﾊｲﾄﾞﾛｺﾛｲ
ﾄﾞ

ﾃﾞｨｵｱｸﾃｨ
ﾌﾞ､ｱﾌﾟｿｷｭ
ｱ､ﾃｶﾞｿｰﾌﾟ
など

皮下組織
に至る創

特定保険医療
材料

高度管理医療
機器

ﾊｲﾄﾞﾛﾌｧｲ
ﾊﾞｰ アクアセル

皮下組織
に至る創

特定保険医療
材料

高度管理医療
機器

ハイドロサ
イト

ハイドロサ
イト

皮下組織
に至る創

特定保険医療
材料

高度管理医療
機器

アルギン
酸

ｶﾙﾄｽﾀｯﾄ、
ｿｰﾌﾟｻﾝな
ど

皮下組織
に至る創、
止血目的

ﾊｲﾄﾞﾛ樹脂ﾞ･ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑなどとガーゼの違い

ﾊｲﾄﾞﾛ樹脂ﾞ･ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑとラップはどう違うか

浸出液はほとんど素材を透
過せず創部を循環するが一
部の浸出液は辺縁部より周
囲にドレナージする。

調理用ラップ

ラップ各素材は水分を創部に押しもどすのでハイドロコロイド製剤とはか
なり性質が異なり、ポリウレタンフィルム材とも滲出液保持の点では共通
だが、水分との密着性（ラップでも素材が異なれば）が異なり微妙な違い
がある。

より良い素材を求めて
• ラップ療法はより保湿効果が高いが過剰な湿潤の恐

れがある。

• 余分な水分を外に出し、なるべくサイトカイン等のタ
ンパク質を内部に留めさせる構造にできないか？

• 経験的に、大きな穴を少数開けるより細かい穴をた
くさん開けたラップがよいことがわかった。

• 素材は浸出液を内部に押し戻す効果のある撥水性
のあるものが良い。

• 摩擦のないものは、ズレ力が生じにくい。

• 血液が凝固しにくい素材であること（血管留置針等で
使用実績あり）。

• そこで、工業用超薄型テフロンフィルムに穴を開けた
ものを導入

浸出液はほとんど素材を透
過せず創部を循環するが一
部の浸出液は辺縁部より周
囲にドレナージする。

調理用ラップ

接着剤

接着剤がある場合外部からの水平方
向のずれ力がそのまま真皮内部に伝

わりズレ応力が生じる。

表面が滑る素材は外部か
らの水平方向のズレ力が
真皮内部に伝わりにくく、
ズレ応力も生じにくい。

接着剤の無く摩擦の
小さな薄い素材

ズレ応力についての考察

しかし、調理用ラップではヨレが生じ
たり、強度が弱く、切れたりする。

厚みのある素材（ﾊｲﾄﾞﾛｻｲﾄなど）では横方向の外
力を緩衝し伝えにくいが、外力が大きいと、傷側の
素材の摩擦が大きいので内部にズレを伝える。

薄い穴あきテフロンフィルムの導入

ﾗｯﾌﾟやﾃﾌﾛﾝは保温作用が強く、
かゆくなる人もいるので注意

素材のひずみｹﾞｰｼﾞによるひずみ測定
ひずみを受けることによって生じる微小な抵抗値変化を検出

黒い硬いスポンジを皮膚に見立て、ひず
みゲージをセットし、その上に素材を置き
重石をのせ2Kgの力で水平方向に素材を

引っ張ったとき（薄い素材は一緒に動くよう
にスポンジを貼って引っ張る）、ラップ系の

素材以外ではひずみ（伸び）が生じた。
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ｻﾗﾝﾗｯﾌﾟ
ﾘｹﾝ
ﾗｯﾌﾟ

穴あきﾎﾟ
ﾘｴﾁﾚﾝ

穴あきテ
フロン

ﾊｲﾄﾞﾛｺ
ﾛｲﾄﾞ

ﾊｲﾄﾞﾛｺ
ﾛｲﾄﾞ薄
型

ﾎﾟﾘｳﾚﾀ
ﾝﾌｫｰﾑ

ﾎﾟﾘｳﾚﾀ
ﾝﾌｨﾙﾑ

お 風呂ｶ ﾊﾞｰ

フィルム

d2以下の完
治率

30/31
(96.8%)

- - 6/7
(86%)

4/4
(100%
)

7/8
(86 .7%
)

13/25
(52%)

7/11
(64%)

d2以下の悪
化率

1/31
(3.2%)

- - 1/7
(14%)

0 1/8
(12 .5%
)

8/25
(32%)

3/11
(27%)

D3以上の完
治率

3/54
(5.6%)

0 1/8
(12.5%
)

14/25
(56%)

1/4
(25%)

1/2
(50%)

4/9
(44%)

- 0

D3以上の完
治･改善率
(有効以上）

34/54
(63%)

1/2
(50%
)

3/8
(37.5%
)

21/25
(84%)

1/4
(25%)

2/2
(100%
)

4/9
(44%)

- 1/２
(50%)

D3以上の悪
化率

12/54
(22.2%)

0 3/8
(37.5%
)

4/25
(16%)

1/4
(25%)

5/9
(56%)

- 1/2
(50%)

創 度

各被覆素材臨床成績

d2以下の場合

• ラップ療法でも既存のドレッシング材に比
べてむしろ悪化事例が極めて少なかったこ
とが特徴的

• 特に接着剤の皮膚への刺激と接着が外力
のズレを内部に伝えることが考えられる。

D3以上の場合

• どの素材でも悪化事例が相当出る。

• 素材の持つ硬さと厚みによる外圧上昇も考
えられる。

• そもそも適応を間違えている場合が考えら
れる。すなわち、組織内部に感染が起きてい
る場合で、壊死組織・不良肉芽除去が困難
な場合は必ずと言っていいほど悪化する（写
真、ＤＴＩと思われる症例）。

湿潤療法についての考察
医療用ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ材とラップ療法を含めた

被覆材による湿潤療法

• 組織内部に感染が疑われる場合（ＤＴＩと思われる
症例、壊死組織の有無、肉芽の色、膿、悪臭、周
辺部の皮膚の色、硬さなどで総合的に判断）には
デブリで壊死組織等を取り除くことができなければ
被覆材のみでは使うべきではない（抗生剤DIVを
一時的に用い、かつ外用殺菌剤を用いる方が、悪
化率は低い。D3以上での悪化率25％、ｴﾋﾞﾊﾗ病院
特製ｲｿｼﾞﾝｼｭｶﾞｰ使用悪化率7.4％、どちらも抗生
剤DIV使用を含む）。

• もちろん外用殺菌剤にも限界はあり、抗生剤にも
限界がある。

2/28

4/8

悪化事例１
（穴あきﾃﾌﾛﾝ）

浸軟

8/23

9/11

悪化事例２
（ｻﾗﾝﾗｯﾌﾟ）

浸軟及び
硬結



11/13

11/20

悪化事例3
（ﾊｲﾄﾞﾛｻｲﾄ）

11/27

硬結

悪化事例４
（ﾃﾞｨｵｱｸﾃｨﾌﾞ）

ディオアクティブなど数日間放置した場合
創を観察できないことにより感染が助長

される場合もあるので、悪臭などのサイン
には十分注意する必要あり。

7/8

7/24

浸軟

4/10

完治事例
（穴あきﾃﾌﾛﾝ）

難治創の見分け方、扱い方１
• ＤＥＳＩＧＮ評価の点数以上に、肉芽の色、血流が

悪く、悪臭、周囲の硬結、浸軟、プヨプヨ感、褐色
、紫斑である場合。不良肉芽がある組織では必
ずデブリが必要（DTIと思われる症状、単に薬剤を
塗っても感染部位に届かない）。

• 特に在宅では、出血させない程度にはさみで壊
死を切開または除去。十分洗浄をする。

• 治癒を遅延させる悪性のポケットは専門医の診
断も。

• 病的骨突出の要素などＯＨスケールも重要にな
る。

• 癌や糖尿病の既往症の有無の確認。

ポケット治療の実際
• 初期に出現するポケットは、壊死が融解した

後に出現するスペースで必然的に起こる。

• 遅延型ポケットは、治癒過程でズレが加わっ
たために骨突出方向に向かって起こるためで
、予防可能であるが、深く複雑な構造になり
やすく、治癒の妨げとなるので、特に感染が
疑われる場合は切除することが望ましい。

難治創の見分け方、扱い方２

• 感染兆候、炎症があれば、熱が高くなくとも抗生剤
ＤＩＶ投与を検討すべき（菌培養）。全身衰弱があり
38度以上の熱があれば入院治療の適応となる。

• デブリ後も膿や不良組織がポケット内部などにある
場合は洗浄などにより取り除くよう試みる。

• 洗浄後に残った水は貯留すると感染の原因となる
恐れがあるのでやさしく取り除く。周囲は湿潤させな
い。

• ラップ療法鳥谷部先生は、不良肉芽除去の方法の
一つとして、ポケット内部をやさしく指で撫ぜるやり
方を実践しているので取り入れたい。ガーゼを詰め
てはならない。



抗生剤とヨウ素などの違い
• 抗生剤の作用機序はDNA/RNAレベルに作用し

て細菌のタンパク質や細胞壁の合成を妨げる。

• 長所は、細菌のみに作用し、生体タンパク質に
は作用しない。

• 短所は、長期間使用すると耐性ができる。

• ヨウ素や銀の外用殺菌剤は細菌等の重要な酵
素の活性部位ーSHを酸化する（極めて速効）。
（I2＋2－SH→2I－＋2S－S）

• 長所は耐性ができないこと。

• 短所は一部の生体タンパク質にも反応すること。

抗生剤使用とPK‐PD理論
•PK-PD理論とは薬物の体内動態と薬効の関係から

適正使用を導く理論。
•βラクタム系抗生剤（セフェム、カルバペネムなど）
は脂溶性で組織移行性が高いが、細菌に対しては
時間依存的に効くので同じ力価でも分割して投与回
数を多くする。
•アミノグリコシドやニューキノロンは水溶性であり、
血中濃度＝薬剤濃度であり細菌に対しては濃度依
存的に効くので同じ力価であれば分割するのではな
く、1回投与で血中濃度を高めた方が効果が高い。

分割すると有効血中濃度に至らず意味がなくなる場
合がある。

主な褥瘡用外用剤の比較
薬剤 時期 殺菌

力
基材 乾燥度 特徴

褥瘡
有
効
率％

ユーパスタ(ｲｿｼﾞﾝ
ｼｭｶﾞｰ)

感染期 ○ 水溶性 非常に乾燥
滲出液非常に
多い時

６６

カデックス(ﾖｳ素C) 感染期 ◎ 水溶性 乾燥 滲出液多い時 ６６

ヨードコート（同上） 感染期 ○ 水溶性 乾燥 滲出液多い時

ゲーベン（銀） 感染期 ○△ 水中油型 湿潤後乾燥傾向 硬い組織の除去 ６７

アクトシン 肉芽形成期 なし 水溶性 乾燥 血管新生 ６１

オルセノン 肉芽形成期 なし 水中油型 湿潤後乾燥傾向 肉芽形成 ７５

プロスタンディン 肉芽形成期 なし 油脂性 保湿性大 局所血流改善 ７２

リフラップ軟膏 肉芽形成期 なし 油中水型 保湿傾向 抗炎症効果 ４４

亜鉛華軟膏 表皮の損傷 若干 油脂性 保湿 分泌物吸収

殺菌作用のある外用薬剤は治癒を遅らす？

• 殺菌剤は細胞そのものや免疫物質、サイトカ
イン等生体たんぱく質にも作用する。

• 細菌やウイルスにだけ作用する薬剤はあり
得ないので、様子を見ながら使うしかない。

• 全ての殺菌剤は、基材の関係で乾燥させる
傾向にあり、滲出液中にある重要な生体タン
パク質が失われやすい。

• 安定化などのために加えられる添加物にも多
かれ少なかれ毒性が報告されている。

この剤型にする目的は①ヨウ素の生体タンパク質
との急激な反応を防ぎ保護、②そのため相対的に
殺菌力が高まる④保湿性向上、⑤使用感向上。
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常在菌は嫌気性で脂肪を分解できるが、一般の好気性の病原
菌は脂肪を分解できず油中では存在しにくく、特に鞭毛を

持つ緑膿菌、大腸菌などは、水層に流入しやすいと推定される
大腸菌群が青～
青緑色の集落とし
て検出される。（大
腸菌群が産生す
るβガラクトシ

ダーゼにより指示
薬が発色）
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Cが も早く殺菌作用が表れ、それ以外では新剤型がやや有利

3時間経過後のシート状微生物

検出培地の様子
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実験方法は滲出液を測定試料としてｂ-ＦＧＦを測定した。滲出
液は創部より不織布に吸い込ませる。

尚、治癒の速さとｂ-ＦＧＦ値の相関関係はあるが、個人差、変
動も大きいようであり、採取上の誤差も考えられる。結果として
新剤型として院内製剤したものは、ｂｰＦＧＦがより残存すると
思われる。

先発品との褥瘡有効率の比較

著効（非常に良く
効いた例）

有効以上（非常
に良く効いた例
と、ある程度効
いた例の合計）

先発品Ａ（ｲﾝﾀﾋﾞ
ｭｰﾌｫｰﾑ９６例よ
り）

２４％ ６９％

新剤型

（ｴﾋﾞﾊﾗ病院88例
より）

４５％ ７７％

約2週間後創縮小

更に2週間後に表皮形成

4ヵ月後

6/23

7/8

5ヵ月後

末梢の糖尿病性潰瘍の症例２例

１ヵ月後

３ヵ月後



難治性の褥瘡･糖尿病性潰瘍の追跡結果
design評価概ね16点以上、さらに悪臭や周辺組織の異常など悪

化のサインと思われるものがみられる創

（エビハラ病院平成１７年～２０年７月）

終的完治４０
治療中１１
中途死亡３７

保存療法で究極的に大事なものは、
薬や被覆材の選択以前に、必要な

時にデブリができるかどうか。
次に日々の洗浄がきちんとできるか。
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