
久万高原町は、人口1万人弱・高齢化率　43% で、
愛媛県内　1位となっています。当院は、一般病棟
　49床と療養病棟　28床に分かれ、療養病棟は常
に満床状態です。平成23年の入院患者の平均年齢
は85歳を超え、日常生活自立度 C の方が約3割を
占め、入院も長期化し、褥瘡発生リスクも高くなり、
対策は必須となっています。また、医療費の増加も
問題となっています。

以前、当院では、褥瘡の処置に薬剤やハイドロコロ
イド、ポリウレタンフォームのドレッシング材を使
用していました。しかし、療養病棟ではこれらの使
用は、材料費として算定できず、経営を圧迫するこ
とにつながります。褥瘡予防のために、高リスクの
患者様にはエアマットや体圧分散マットを使用し、
体位変換やポジショニングにも気を配ることで、発
生数は以前より減少してきたと思います。が、発生
がなくなったわけではありません。私たちは、コス

ト削減の為、身近にあった、柔らかく、安価な綿花
を使用してみました。今回、治癒しにくいとされる
踵の褥瘡に綿花を使用し、効果があるのか、綿花で
踵の除圧はできるのか、検証しましたので、ここに
報告します。

まず、症例の見直しをおこないました。
H23年1月～12月の間に、発生した褥瘡は、持ち
込みを含め35例あり、そのうち踵は9例でした。踵、
全例に対し綿花を使用していました。治癒期間は、
2週間以内　2例　2～4週間　1例　1～2ヶ月　2
例　2ヶ月以上　1例　退院は3例で、1例は施設へ、
2例は全身状態の悪化により死亡との結果でした。
施設へ帰った方はその後、治癒しています。

そのうちの事例を、ここに挙げています。
B 氏　97歳　慢性心不全急性増悪で入院され、体
圧分散マットを使用し中心静脈で高カロリー栄養に
移行した直後、右踵に発生しました。水泡形成して
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位置  愛媛県のほぼ中央に位置し松山市から 
    約30Km,標高1000ｍを超える四国山 
    脈に囲まれた山間の地域 

人口  9897人  4880世帯  
              （H24,3月末現在） 

高齢化率   43％   愛媛県内1位 

年齢別人口 
 H24,3月現在 

目 的 
 

褥瘡に薬剤・ハイドロコロイド・ポリウレタン      
フォームドレッシング材を使用⇨コストがかかる。 

  

   コスト削減したい ⇨ 綿花を使用 

 

1． 綿花を使用し、踵の褥瘡は治癒がみられたのか。   
     
2． 綿花で踵は除圧できているのか。 
  
  
  

<対象症例> H23年1月～12月の間に発生した褥瘡 
      のうち綿花を使用した踵の褥瘡                          

2週間以内 2例 

２～4週間 1例 

1～2ヶ月 2例 

2ヶ月以上 1例 
 

退院 ３例（死亡
２例） 

踵　部
仙骨部
その他

踵 
9例 

仙骨 
10例 

踵の褥瘡 治癒期間 全35例 

   １ 綿花を使用し効果はあった？ 
   

事 例   

右踵 H23.9.2 発生 

10,25  治癒 

フィルムと綿花2枚使用し、6週間で治癒 

ポリウレタンフォームドレッシング材・・週1回交換 
   約1500円×6  材料費  約9000円   

透明フィルムと綿花・・フィルム週1回、綿花毎日交換 
フィルム約50円×6 300円 綿花2枚12円×42 504円                          
            材料費  約1000円 

B氏 97歳 女性 
寝たきり度ランク C2
慢性心不全急性増悪 
体圧分散マット 
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踵の褥瘡に対する綿花使用の有用性に対しての検討

発　表　者 新宅　真弓 愛媛県　国民健康保険久万高原町立病院

共同研究者 山本　紀子、八幡　美奈子、小倉　恭子、白戸　由紀子、中川　ゑつ子
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おり、透明フィルムと綿花2枚使用し、6週間で治
癒に至りました。透明フィルムは週1回、綿花は毎
日交換し、コストは約1000円でした。もし、ポリ
ウレタンフォーム材を使用したとすれば、週1回の
交換でも約9000円の計算となります。綿花を使用
したことで、コストはかなりおさえられました。
綿花の当て方はこのように当てています。

では、踵は綿花で除圧が出来ていたのでしょうか ?
対象を、入院中の患者様とし、日常生活自立度 C2、
臥床期間が長く、踵への褥瘡発生リスクが高いある
いは発生してしまった方で、エアマット使用者5名
と体圧分散マット使用者5名で、圧測定器（セロ　
CR-270）を使用し、綿花なしの場合、一枚使用と二
枚使用した場合の圧を測定しました。

結果は　表1のとおりです。綿花なしより高測定値
は赤字で示しています。

検証の結果、経過調査では、治癒に至っている例が
多く、悪化した例は見られなかったため、有用性は
あると思われましたが、圧測定の結果は必ずしも綿
花で除圧ができるとの結果ではありませんでした。
エアマットを使用することで、褥瘡が発生しにくい
とされている40mmHg 以下あるいは近くまで除圧
できています。綿花1枚使用の場合は殆んどに圧の
低下がみられましたが、2枚使用では高くなってし
まいました。一方、体圧分散マットだけでは踵の除
圧はできていないといえます。綿花を使用しても目
標値まで届いていません。ではなぜ、褥瘡は治癒に
至ったのでしょうか。綿花は、1～2日毎に交換し
ています。透明フィルムを使用する事で、創の状態
を容易に観察でき、また、綿花が踵にあることを意
識し、適切な体位変換やポジショニングを行うこと
で、2次的な効果が得られたのではないかと考えら
れます。以前使用していた、薬剤やハイドロコロイ
ド材、ポリウレタンフォーム材などは色々な問題を
抱えていました。薬剤はガーゼからはみだし、シー
ツを汚したり、ハイドロコロイド材等は1週間経た

綿花の当て方 

【準備物】 
 透明フィルム 1枚（必要時） 
 綿花 （16×8） 1枚 
 サージカルテープ 2枚 
 （幅広のもの １２，３ｃｍ） 

【方法】 
 綿花を二つ折りにし 
 踵部にあて 
 テープで固定する 
  足を動かしてもずれない 
  様に固定するのがポイント 
 

 

  
    
 

圧測定器 
セロ CR-270  

綿花1枚2つ折り 
 厚さ 約１ｃｍ 

 
２ 綿花で踵の除圧はできている？ 
 

綿花2枚2つ折り 
 厚さ 約2.5ｃｍ 

<対象者> 入院中の患者様のうち日常生活自立度C2 
   臥床期間が長く踵への褥瘡発生リスクが高いあ 
   るいは発生してしまった方で、エアマット5名、 
   体圧分散マット5名 

表１ 圧測定の結果 
エアマット 

綿花 
なし 

綿花1
枚2つ
折り 

綿花2
枚2つ
折り 

Ａ氏 右 ５９．０ ５２．６ ７６．９ 

左 ３４．６ １７．９ ３４．６ 

Ｂ氏 右 ２３．１ ２８．２ ４２．３ 

左 １９．２ １２．８ ２３．１ 

Ｃ氏 右 ２５．６ ２３．１ ２９．５ 

左 ３５．９ ２９．５ ４１．０ 

Ｄ氏 右 ５３．８ ４４．９ ２５．６ 

左 ４４．９ ２９．５ ３３．３ 

Ｅ氏 右 ４８．７ ４４．９ ３３．３ 

左 ４２．３ ３５．９ ４１．０ 

体圧分散マット 
綿花 
なし 

綿花1
枚2つ
折り 

綿花2
枚2つ
折り 

Ｆ氏 右 ５２．６ ３５．９ ３９．７ 

左 ２８．２ １１．５ １６．７ 

Ｇ氏 右 ５５．１ ６９．２ ６４．１ 

左 ７３．１ ７５．６ ６９．２ 

Ｈ氏 右 ４２．３ ４７．４ ４６．１ 

左 ６２．８ ６２．８ ３５．９ 

Ｉ氏 右 ３９．７ ３２．０ ３５．９ 

左 ５６．４ ６６．７ ６０．２ 

Ｊ氏 右 ７１．８ ３２．０ ３５．９ 

左 ３５．９ ４３．６ ３８．５ 

考 察  

✰ 圧測定では、綿花で除圧が完全には行えていない。       
  が、経過調査では、治癒に至っている例が殆んど 

  であるのは、なぜ？ 
    
   １、透明フィルムを使用し、綿花を毎日交換することで 
     創の状態が観察できる。 
   ２、透明フィルムだけでは剥がれやすいが、綿花がある 
     ことではがれにくくなる。 
   ３、綿花を意識し、適切な体位変換やポジショニングが 
     おこなわれている。     
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ずにはがれてしまい、貼りかえればコストがかかる
など。今回、透明フィルムと綿花を使用する事で、
シーツ汚染やコストなどの問題が少しですが解決し
ました。また、処置の為の準備が少なくなった分、
看護師にも時間的に余裕ができ、ケアを行う時間が
増えたのではないかと考えます。

結論として、綿花は踵に対し十分な効果を示し、コ
ストダウンにつながりましたが、除圧効果はありま
せんでした。褥瘡を予防することは私たち看護師の
務めです。が、万が一、発生してしまった場合、早
期に発見し、適切な処置を行うことが求められます。
今後は使用方法を検討しながら、褥瘡発生ゼロをめ
ざし、看護に取り組んで行きたいと決意を新たにし
ました。

　一部、抄録と違いましたことをおわびいたします。
　ご清聴ありがとうございました＜ m（__）m ＞

結 論 
1．綿花は、踵に対し十分な効果を示し、コストダウン  
  にもつながった。 
２．綿花で踵の除圧は図れていない。 
  

今後も、方法を検討し、褥瘡ゼロをめざし看護に取り
組みたい。 
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健康教室参加者の HbA1c値から教室の内容を考える

発　表　者 佐々木　みちる 秋田県　国民健康保険小出診療所

共同研究者 伊藤　さやか、高橋　美佐子、鈴木　直子、和田　智子

【はじめに】　当診療所では平成17年度から平成20
年度までは糖尿病をテーマに、平成21年度からは
生活習慣病をテーマに加え、平成23年度までに計
24回の健康教室を行い、延べ279人が参加してい
ます。教室に参加した糖尿病患者の HbA1c 値から
健康教室の内容を検討したので報告します。

健康教室参加者のHbA1c値
から教室の内容を考える   

秋田県 
にかほ市国民健康保険小出診療所   

 佐々木 みちる 
 

はじめに 

  当診療所では、平成17年度から平
成20年度までは糖尿病をテーマに、
平成21年度からは生活習慣病を

テーマに加え、健康教室を行ってき
た。教室に参加した糖尿病患者の
HbA1c値から健康教室の内容を検討
する。 
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