
Ⅰ度、Ⅱ度の褥瘡治癒期間に及ぼす影響因子の分析

当院での褥瘡発生は、Ⅰ度からⅡ度の褥瘡で発見さ
れることが多い現状です。その中でも短期で治癒し
た症例と、長期化した症例が存在することから治癒
期間に何が影響しているのかを褥瘡発生危険因子を
もとに探ることにしました。

調査期間は平成22年4月から平成24年3月までで
す。当院に入院してⅠ度からⅡ度の褥瘡発生者17
名。平均年齢は86.2（±2.0）歳です。治癒期間が
14日以内を A 群とし15日以上を B 群としました。
A 群の対象者数は8名で平均年齢は87.8歳。B 群は
9名で平均年齢は84.8歳でした。

観察項目は知覚認知、浮腫、可動性、関節拘縮、骨
突出、活動性を褥瘡発生時に評価しました。

Ⅰ度、Ⅱ度の褥瘡治癒期間に
及ぼす影響因子の分析

鹿児島県 枕崎市立病院

田渕 晴美、前原 奈々美、中原 美和子、
畠野 千恵子、大工園 めぐみ、立石 ユリ子、
森 久美子

背 景・目 的

当院での褥瘡発生は、Ⅰ度からⅡ度の

褥瘡で発見されることが多い。その中でも

短期で治癒した症例と、長期化した症例

が存在する。そこで褥瘡治癒期間に何が

影響しているのかを褥瘡発生危険因子を

もとに検討した。

対 象

期 間： Ｈ22年4月～Ｈ24年3月

対 象：Ⅰ度～Ⅱ度の発生者17名

Ａ群（早期）

Ｂ群（長期）

14日以内

15日以上

87.8歳
84.8歳

平均年齢 86.2 ± 2.0歳

8名
9名

治癒期間 人数 年齢

（観察項目）

知覚認知

浮腫

可動性

関節拘縮

骨突出

活動性

るい痩や円背に伴うもの

四肢のいずれかで関節拘縮を有するもの

自力で体位を変えることができる

不快感や体位変換の要求を伝えることができる

寝たきり状態である

局所または局所以外も含む

（褥瘡発生時に評価）

方 法
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Ⅰ度、Ⅱ度の褥瘡治癒期間に及ぼす影響因子の分析

発　表　者 田渕　晴美 鹿児島県　枕崎市立病院

共同研究者 前原　奈々美、中原　美和子、大工園　めぐみ、畠野　千恵子、立石　ユリ子、
森　久美子
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このグラフは観察項目因子の保有状況を示したもの
です。赤がその因子に問題ありで青が問題なしです。
横軸は人数です。問題が多かった因子は可動性の
13名で76.5% でした。次に骨突出と関節拘縮に問
題ありが10名で58.8% でした。知覚認知、活動性、
浮腫で問題ありが5名から7名と半数以下でした。

結果です。治癒期間別にみると、知覚認知で問題あ
りが A 群は25%、B 群は33.3% でした。関節拘縮
で問題ありが A 群は50%、B 群は66.7% で B 群が
多かったです。可動性では A 群と B 群で問題のあ
る患者は70% 以上でした。

骨突出では A 群で問題ある患者が75%、B 群で
44.4% でした。活動性では A 群、37.5%、B 群で
問題ありが33.3% でした。浮腫では A 群で問題あ
りが12.5% で B 群では66.7% でした。

結果をまとめます。全体の観察項目別でみると浮腫、
活動性、関節拘縮に問題のある患者は少なかったで
す。治癒期間別では B 群で浮腫、関節拘縮に問題
のある患者を多く認めました。浮腫は有意差を認め
ました。その他の4項目においては大きな差は認め
ませんでした。

0 5 10 15 20

知覚認知

関節拘縮

可動性

骨突出

活動性

浮腫

観察項目の保有状況
（Ｎ＝17名）

7名（41.2％） 10名（58.8％）

6名（35.3％）

10名（58.8％）

13名（76.5％）

10名（58.8％）

5名（29.4％）

11名（64.7％）

7名（41.2％）

4名（23.5％）

7名（41.2％）

12名（70.6％）

（人）

あり なし

結 果
（治癒期間別）Ａ 群（Ｎ＝8名）

（14日以内に治癒）

Ｂ 群（Ｎ＝9名）
（15日以上で治癒）

知覚認知

関節拘縮

可動性

あり
なし

2名（25％）

6名（75％）

4名（50％） 4名（50％）

2名（25％）

6名（75％） 7名（77.8％）

2名（22.2％）

6名（66.7％）

6名（66.7％）

3名（33.3％）

3名（33.3％）

骨突出

活動性

浮腫

あり
なし

結 果
（治癒期間別）

6名（75％）

2名（25％）

3名（37.5％）
5名（62.5％）

1名（12.5％）

7名（87.5％）

4名（44.4％）5名（55.6％）

3名（33.3％）
6名（66.7％）

6名（66.7％）

3名（33.3％）

Ａ 群（8名）
（14日以内に治癒）

Ｂ 群（9名）
（15日以上で治癒）

（P＝0.019）

結果のまとめ

・全体の観察項目別でみると浮腫、活動性、

関節拘縮に問題のある患者は少なかった。

・治癒期間別ではB群で浮腫、関節拘縮

に問題のある患者が多かった。

・浮腫は有意差を認めた（ P＝0.019 ）。
・その他の４項目においては大きな差は認

めなかった。

考 察

今回の結果から、褥瘡の治癒期間は特

に浮腫の存在に影響を受けることがわ

かった。このことから、我々、医療従事者

の観察の重要性が改めて認識させられた。

日々の体位変換や除圧を徹底し血液還流

を促すことで、局所の浮腫の軽減に繋がり、

褥瘡の発生のみならず早期治癒にも結び

つくと考える。
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考察。今回の結果から、褥瘡の治癒期間は特に浮腫
が存在すると大きく影響することがわかりました。
このことから、我々、医療従事者の観察の重要性が
改めて認識させられました。日々の体位変換や除圧
を徹底し血液還流を促すことで、局所の浮腫の軽減
に繋がり、褥瘡の発生のみならず早期治癒にも結び
つくと考えます。
結論。褥瘡治癒期間において関節拘縮も影響してい
ると思われますが、早期に褥瘡治癒を導くためには
浮腫のコントロールがより重要と思われました。

結 論

治癒期間に関節拘縮の存在も影響

していると思われるが、早期に褥瘡

治癒を導くためには浮腫のコントロー

ルがより重要と思われた。
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よりよいスキンケアを目指して
～保湿剤入り清拭剤を使用してみて～

発　表　者 加藤　恵理 宮城県　涌谷町国民健康保険病院

共同研究者 主藤　里子、今野　美樹、桜井　ゆり子、鈴木　義子

【はじめに】加齢現象による皮膚の生理機能の低下
は、表皮の回転周期の延長、真皮の結合組織の変化、
さらに皮脂膜や角質層の機能の低下などが代表的で
す。特にドライスキンを引き起こすのは皮脂膜での
水分蒸発の防御と角質層における水分保持機能が低
下した状態で外的因子以外に加齢による内的因子が
多いに関与しているといわれています。当院の入院
患者様も高齢者が多く、皮膚の乾燥・かさつきが多
くみられていました。毎日のケアでドライスキン予
防ができないかと考え、保湿剤入り清拭剤（以下清
拭剤）の効果やケアについて検討したのでここに報
告します。

【目的】ドライスキンの患者様に、清拭剤を使用し
てその効果とケアについて検討する。

【対象】清拭を行っている高齢の患者様6名。

よりよいスキンケアを目指して 
 

～保湿剤入り清拭剤を使用してみて～ 

宮城県 涌谷町国民健康保険病院  
              看護師 加藤恵理  

目 的 

 ドライスキンの患者様に、保湿剤入り 
清拭剤（以下清拭剤）の清拭を行い  
効果やケアについて検討する 

 

 対 象 
 清拭を行っている高齢の患者様６名 
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