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高位脊髄損傷患者に対して褥瘡対策を行った作業療法士と皮膚・排
泄ケア認定看護師との取り組み

発 表 者 菊池 達 （福島県：公立藤田総合病院）
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当院では、平成１４年から医師・看護師等で褥瘡

対策委員会が発足し、２１年より作業療法士（以

下 OT）、２２年より皮膚・排泄ケア認定看護師（以

下WOCN）が加わり、院内の褥瘡発生予防シス

テムの構築を図っております。

従来の褥瘡対策委員会は、毎月１回の会議、各

病棟持ち回りの院内ラウンドを形式的に行って

おりました。

今回、高位脊髄損傷患者を通じて、初めて、褥

瘡対策委員の OTとWOCNが中心となり、個

別に、また集中的に介入しました。そこで、褥

瘡ハイリスク患者への褥瘡対策で効果的な関わ

りが出来たので報告致します。
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褥瘡ハイリスクの対象症例

●７７歳 男性 ●BMI：１７．４で低体重

●栄養状態は、ALB：２．５g/dlと基準値に比

べかなり低い状態でした。

●現病歴は、平成２５年３月上旬 自宅で転倒。

第３～４頸椎を脱臼骨折し、後方固定術を

施行されました。身体機能は、重度の四肢

麻痺、感覚障害を呈し、ADLも全介助レベ

ルでした。

●褥瘡発生予測のブレーデンスケールでは、

２３点満点中の７点。

危険点は病院では１４点とされ、ハイリスク

の状態であったことが分かります。
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褥瘡対策委員の OTとして症例に介入するまで

の経緯
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受傷後、約１ヶ月後の４月５日に当院へ搬送さ

れ、リハビリ開始した。

約２週間後に、肛門周囲の発赤（ほっせき）が

生じ、WOCNが介入を開始した。

各スタッフから、

・どのような方向性で進むのか

・どのような関わり方をすれば良いのか など

様々な問題に直面していることから、褥瘡対策

委員の OTとして介入の依頼がありました。
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褥瘡 OT介入前の悩み

・褥瘡発生の具体的な原因の把握が困難

・全身状態の悪化で、離床が出来ない

・気管切開術後で、本人の訴えや意思の確認が

困難

⇒褥瘡 OTが介入することで、リハビリの観

点や褥瘡の知識をもとにリスク管理や全体

像を把握しながら介入が出来る利点があり

ます。
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褥瘡ハイリスク患者への従来のリハビリ

・身体機能面の改善や早期離床を中心に介入

・褥瘡対策

⇒拘縮予防やポジショニングなど各リハビリ

担当者の経験則に応じて関わりました。

⇒ポジショニングや栄養管理なども個別の対

応が多く、他部門との連携が少なかった点

があります。
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褥瘡 OT介入時の初期評価

・頚部・両肩関節に拘縮を認めました。

・頻回の肺炎

・血圧不安定

・コミュニケーションは、気管切開後、発話が

出来ずに大変困難で、常に、症例は怒っている

印象でした。

・息センサースイッチでナースコールを行う

も、誤作動が多い状態でした。

・長期のベッド臥床、下痢が続くなど様々な要

因から肛門周囲に発赤を認めました。
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褥瘡ハイリスク患者に対しての介入スタッフ

介入を開始して、まず行ったことは、毎週１回、

病棟スタッフ・WOCNと OTでのミーティング
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と随時、本人・家族との方針・意志の確認をし

ました。

●患者の状態が変わる度に、褥瘡対策の方針を

変更し、対応の検討を行いました。

●褥瘡 OT・WOCN・リハビリ・病棟スタッフ

や本人・家族との情報共有を行い、統一したケ

ア・リハビリの関わりが出来るようにしました。
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TP ALB CRP

6.4g/ÊË 2.5g/ÊË 4.76mg/dl

褥瘡 OTとしての具体的な実施内容

�定期的な褥瘡評価
・月２回／褥瘡対策委員会の個別ラウンド

を導入

・離床に関して段階的なプロセスの提案を

行いました。

�血圧や血液の検査データを解析して
・機能面・栄養状態に応じた、リハビリの

介入量の調整

・食事姿勢として、ベッド角・離床時間の

設定・指導を行いました。
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�クッションの選択／ポジショニングの設定
として

・ケープ社製のパーム Q：携帯型接触圧力

測定器を使用し、クッションの選択やポ

ジショニングを設定しました。

・接触圧が４０mmHg以上になると、褥瘡リ

スクが高くなるというデータをもとに、

そうした部位は再度セッティングし直し

ました。

・定期的な評価の度に、担当スタッフへ指

導し、経時的な観察を行いました。

ÅÆ}£�1����*8

ÇÈ�Í]øPS�ÖG

�L��r@HIÅÆÖL��
\]r�¿Nz´NRÞß

Ö�ÍfØ�YNÌ�ÉN

�È0AQ±�'À���
q�X>�4w
qÔH'Õ��¤¥

 Uµ&«�Á�×»

�üýAQ±��×»

[é�ÅI��RÖG�

褥瘡 OTの介入による変化では

皮膚トラブルからの完治

・介入後、約３週間で発赤が無くなり、

その後も褥瘡発生がありませんでした。

・スタッフ全体で褥瘡リスクに対しての知

識や意識が向上しました。

リクライニング車椅子へ乗車できるようにな

る

・段階的な離床の獲得

・定期的な離床機会の提供により ⇒活動

量の増加 ⇒身体機能面の改善につなが

りました。

経口摂取／発話の獲得

・身体機能や呼吸状態の改善に伴い、お楽

しみ程度であるが経口摂取が可能となり

ました。

・また、介入時のみであるが、発話が可能

となり、本人との関係性を深めることが

出来るようになりました。
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センサースイッチの検討

・四肢の随意的な動きがわずかに出るよう

になり、上肢の動きで反応するコールの

設定を行いました。

・息センサーに比べ誤作動が少なく、本人

の意志でナースコールを呼ぶことが可能

となりました。

ポジショニング等の設定

・転院先の状況に応じた褥瘡対策の継続

・褥瘡ケアや食事指導など申し送りや家族

指導を実施しました。
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まとめ

●褥瘡 OTの介入で、皮膚トラブルの改善だけ

でなく、段階的な離床や身体機能改善などリ

ハビリの観点からの多角的な介入ができまし

た。

●褥瘡対策には、多方面の関わりが必要でした。

また、今回、褥瘡 OTは、コーディネーター

としての役割で機能しました。

●病棟スタッフやリハビリ担当が、褥瘡に対し

て、客観的なデータにもとづいてリスク管理

が可能になりました。

●褥瘡ハイリスク患者に対して、褥瘡委員会と

しても、個別対応していくことが必要である

ことを認識しました。

ご清聴ありがとうございました。
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