
演 題

099

ＮＳＴ、褥瘡委員会が介入して軽快した一症例
～低アルブミン状態の患者様に関わって～

発 表 者 内藤 美津子 （鳥取県：南部町国民健康保険西伯病院）

共同研究者 都田 久美子、高木 正吾
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はじめに

当病棟は精神科急性期（３０床）と認知（２０床）

の閉鎖病棟です。認知病棟の患者に褥瘡予防／

栄養スクリーニングを行った結果、半数以上が

低アルブミン値であった。低アルブミン血症は

活動性や可動性の低下、摩擦抵抗による皮膚の

損傷、圧迫、拒食による低栄養状態などにより

褥瘡発生リスクが高くなります。この度、低ア

ルブミン、仙骨部褥瘡発生の患者に NST、褥瘡

委員会が介入し創部の改善が見られたので報告

します。
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�．研究目的及び期間
NST、褥瘡委員会と関わり、数値を元に栄養

状態の改善と創部の改善を図る。

�．研究期間
２０XX年３月～１０月

�．倫理的配慮
当院の倫理委員会、本人及び家族に研究の趣

旨、目的を文書で説明、個人情報の保護、不利

益が生じないことの承諾を得ました。
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�．経過および結果
７２歳の女性、統合失調症で２０XX年７月に第

一腰椎圧迫骨折で翌月リハビリ目的のため当院

転院されました。入院時より仙骨部に表皮剥離

あり、マットの選択、除圧、軟膏処置で軽快し

た、圧迫骨折による疼痛のためほとんどベッド

上生活で妄想も活発であり、「吐きそうです」「も

う食べれません」「食べたらいけませんといわれ

ました」などと訴え食べていただけず、家族に

協力していただき差し入れをしていただくこと

になりました。自分の好きなものは食べられま

したが精神状態により食べたり、食べなかった
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りと食事量は一定しませんでした。体重減少も

みられ、体転枕を使用し除圧すると「今から迎

えがきます」「しなくていいといわれました」な

どと訴え自分で取ってしまい、体転を好まれず

現在も経過しています。食事、除圧が大切なこ

とを説明しましたが理解はしてもらえませんで

した。

年月日
NST，褥瘡委員会の活動と結

果
体重
（Kg）

Alb
（％）

サイズ、DESIN
（cm・点）

２０XX年
３月

仙骨部腫瘤切除 ３８．５３．１９

４月

肺炎発症、食事量の低下
ST（言語聴覚士）介入、嚥下
評価、嚥下状態は良いと診断
される。食事形態の工夫する
が経口摂取は低下したままの
ため経鼻で栄養チューブ挿入
し栄養状態の改善を開始
経口ではゼリー食を１口程度
の摂取しかされない

５月

肺炎完治。創部の状態は改善
せず、悪化傾向。
経口での摂取量は少なく経鼻
での栄養継続

３８．１２．３２３×２．５ １３

６月

褥瘡委員会、NST（栄養サポー
トチーム）委員会介入補助食
品の選択、
創部をデブリ処置、創部より
グラム陰性桿菌、グラム陽性
球菌が検出される。治療剤の
デブリサンペーストで治療開
始

３７．０
３７．６

２．５４７×４．５ ９

７月
NSTより補助食品を検討、栄
養状態の改善がある
創部の状態も軽快傾向

３８．０
３９．５
３８．０

３．０２
１５．３×４．５ ８
５．８×５．３ ８

８月
創部の状態は軽快傾向、サイ
ズは回診のたびに縮小してい
る。

３８．４
３８．６

５×４ ８
３．６×３．５ ７
２．６×２．５ ７

９月

創部が縮小しているが、グラ
ム陰性桿菌とグラム陽性球菌
は検出されているためアクア
セル Agに処置を変更

３８．６
３９．０
４０．２

３．１８
２．７×１．６ ７
２×０．７ ５

１０月
創部軽快し転帰報告提出 ４０．０

４０．９
１．２×０．２ ４
完治 ０
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患者様の訴え 状態 スタッフの関わり

食事に関しては
吐きそうです
もう食べられま
せん
食べたらいけま
せんといわれま
した
食べるより点滴
の方が元気にな
ります

警察が来ていま
す
迎えが来ました
退院してもいい
と言われました
チューブを抜い
てもいいと言わ
れました

食事量の低下、
精神状態により
摂取量は一定せ
ず体重の減少も
みられる。噛ん
で食べる物より
飲み物のほうが
好まれた

体転の拒否、ポ
ジショニング枕
の 除 去、栄 養
チューブの自己
抜去をする

本人の訴えを聞きながら家族
に協力をお願いして差し入れ
を持ってきていただく
食堂に出て他の患者様と一緒
に食事、捕食を摂取していた
だく
経口摂取のほうが点滴より元
気になると説明して一口でも
多く食べていただくように介
助する。
好きなものだけでも食べてい
ただく
食事量が少ない時は点滴で補
う
NST介入、食事形態の工夫、
補助食品の選択、経鼻での栄
養開始
妄想についてはスタッフが日
常の会話をする機会を多く
し、食堂に出ていただき他の
患者様との交流をはかり、OT
参加することで楽しみを持っ
ていただくように
除圧に対しては巡視時に体の
下に手を差し込み除圧に勤め
た
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�．考察
本症例は NST、褥瘡委員会が介入し褥瘡が治

癒しました。NSTより褥瘡治療過程にかかわる

栄養素（特に亜鉛、ビタミン A、C，E、アルギ

ニンなど）褥瘡予防のための栄養素（微量元素

特に鉄、銅、亜鉛なども考慮する）の補助食品

など使用しましたがアルブミン値は改善されな

いまま創部の改善がみられた症例です。はじめ

は妄想がつよく、栄養チューブ自己抜去もあり

ましたが、個別にかかわることで栄養チューブ

自己抜去もなくなり、人は口から食べることで、

生きる喜びと楽しみを感じとり、人間としての

尊厳を保つことができます。食べることは、単

に空腹を満たす、不足した栄養を補うだけでな

く社会的文化的な背景を併せもつ重要な営みで

す。１）この事から嚥下の状態は悪くないため栄養

チューブから経口での食事摂取を何回か試みま

したが、以前から食事より点滴のほうが元気に

なるという概念があり、経口摂取からの栄養状

態の改善はできませんでした。

腰椎の圧迫骨折をするまでは歩行されていた患

者様が、このたび寝たきりの状態になりアテロー

ムの手術、術後肺炎の発症と患者様の精神的苦

痛もあり妄想につながってきたため、関わりを

持ちながら、NST、褥瘡委員の介入で褥瘡処置

継続を行い、創部の軽快に至りました。初めは

無表情で淡々とした返事でしたが、患者様と向

き合い声かけを続けていくうちに少しずつ表情

も柔らかくなり笑顔もみられるようになりまし
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隠岐島前病院における外来看護師の取り組み
～より良い地域医療看護を目指して～

発 表 者 三角 琴江 （島根県：隠岐広域連合立隠岐島前病院）

共同研究者 佐藤 優子、松浦 幸子、白石 裕子、白石 吉彦

た。妄想の訴えが少なくなってきたことから患

者様と個別のかかわりが必要だと考えます。

おわりに
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NST及び褥瘡回診を月２回行い、栄養状態の観

察、栄養補助食品の選択、薬剤の選択、DESIN

の作成と評価を行いました。今回の症例に携わ

りスタッフが褥瘡予防に関心を持ち、状態に応

じたマットの選択、除圧、食事量のチェック、

補助食品の選択などに気配りし褥瘡発生の低下

に努めています。チーム医療では看護師が他職

種に連携を持って患者の情報を伝えることも患

者の回復に大きく影響します。
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