
MWST におけるカテゴリ1～3を異常、4および5を正常
として評価したところ、異常9名、正常92名となり、
MWST における異常の検出率は8.9% であった。一方、
100mLWST において、100mL 飲み干すまでの速度が
10mL/ 秒未満を異常、10mL/ 秒以上を正常として評価し
たところ、異常63名、正常38名となり、100mLWST に

おける異常の検出率は、62.4% であった。また、MWST
では正常だが、100mLWST で異常となった例数は57例あ
り、MWST で正常と判定された内の62.0% を占めていた。

以上から、要介護高齢者においては、MWST より
も100mLWST の方がリスク群を捕捉するための方
法としては優れているということが指摘された。

症例は81歳男性、主訴は発熱と右大腿部痛です。既往
歴は脳梗塞です。現病歴ですが、発熱および意識レベ
ル低下のため、H23年2月に当院内科に入院となりま
した。尿路感染および褥創部感染の診断で、抗生剤お
よび連日の処置を行っていましたが、創の改善傾向認
めませんでした。H23年8月から38℃台の発熱が持続
しており、右大腿部褥創感染で当科に紹介を受けました。

紹介時の所見は、BT 38～39℃台、右大転子部にろ
う孔を認め、皮膚欠損は直径1cm でした。右大腿部
は発赤・腫脹は軽度でした。WBC 8100/ μ l Neut 
70.5% CRP 10.0mg/dl と炎症反応高値を認めました。
肝・胆道系酵素、腎機能低下はありませんでした。
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右大腿部膿瘍術後の皮膚欠損創
に対して、陰圧閉鎖療法による
治療を行った一例 

 症例：81歳 男性 

 主訴：発熱、右大腿部痛 

 既往歴 脳梗塞 

 現病歴：発熱および意識レベル低下のた
め、H23年2月に当院内科に入院。 

 尿路感染および褥創部感染の診断で、抗
生剤および連日の処置を行っていたが、創
の改善傾向認めず。 

 H23年8月から38℃台の発熱が持続してお
り、右大腿部褥創感染で当科に紹介を受け
た。 

改訂水飲みテスト(MWST) vs. 100mL水飲みテスト(100WST) 

※preとpostを合わせて、各検査で正常・異常と判断された延べ人数 

MWST 100WST 

異常 9 63 

正常 92 38 

⇒ 100WSTはMWSTよりも異常の検出率が高い 

※MWSTで正常と判定され、100WSTで異常と判定された例数 

    ・・・   57例 （MWSTで正常と判定された内の62.0%） 

MWST 100WST 

判定3 9名 異常 
異常 5名 

正常 4名 

判定4 28名 

正常 

異常 21名 

正常 7名 

判定5 64名 
異常 36名 

正常 28名 
14 

まとめ 

1. 介護予防事業の対象者に対するEBMに基
づく機能改善のｱｾｽﾒﾝﾄ方法は少ない． 

2. 従来のMWST改定水飲みﾃｽﾄでは評価でき
ない． 

3. 100mLWSTは介護予防対象者の嚥下機能の
アセスメントには有効である． 

15 
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造影 CT では、外側広筋に造影される膿瘍がみられ、
MRI では大腿骨の輝度上昇と外側広筋や内転筋の
輝度上昇がみられ、大腿骨骨髄炎および周囲組織へ
の炎症波及を認めたため、手術を選択しました。

手術は9/9におこない、洗浄とデブリードマンを施
行しました。術前にろう孔からポケットが形成され
ていることを確認し、インジゴを注入して、汚染範
囲を洗浄しました。大腿骨も十分に洗浄し、溶骨部
を確認しました。しかし、手術終了2日後から、
38℃ 台の発熱と創からの膿流出を認めたため、
9/14 2回目の手術を施行しました。洗浄とデブリー
ドマンを再度施行し、今回は溶骨部に人工骨を充填
し、蓋をしてきました。創は、皮膚が寄らなかった
ため、開放創としました。

術後経過です。右大転子部デブリードマン施行後，
感染兆候は改善しました。しかし、皮膚および皮下
組織の欠損が大きく、また通常の外用剤処置では肉
芽の増生は認められませんでした。これは、術後3
週間経過した創です。

そこで、皮膚・皮下組織欠損創に対し，陰圧閉鎖療
法（ Negative Pressure Wound Therapy：
NPWT）を用いた．V.A.C. ATS® 治療システム

（KCI 社）を使用しています。週3回ドレッシング
交換を実施し、2カ月間継続しました。使用期限1

紹介時の所見 

 

 BT 38～39℃台 

 右大転子部にろう孔 皮膚欠損直径1cm 

 右大腿部 発赤・腫脹軽度 

 

 WBC 8100/μl  Neut 70.5%  

 CRP 10.0mg/dl 

 肝・胆道系酵素,腎機能低下なし 

 

大腿骨骨髄炎の診断 
周囲組織への炎症波及あり 

手術を選択 

造影CT MRI   STIR 

手術① 

 9/9  洗浄＋右大腿デブリードマン 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ゾ
ン
デ
挿
入 

大腿骨の 
骨溶解部 

2日後から、38度台の発熱と
創からの膿流出あり 

イ
ン
ジ
ゴ
注
射
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手術② 

 9/14 洗浄＋右大腿デブリードマン＋人工骨充填 

 

開放創 

術
前 

人
工
骨 

術後経過 

 右大転子部デブリードマン施行後，感染
兆候は改善した． 

 皮膚および皮下組織の欠損が大きく，ま
た通常の外用剤処置では肉芽の増生も認
められなかった． 
 
 

術後3週間経過した創 
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カ月、難治性の創では更に1カ月延長可能となって
います。

使用法ですが、専用のスポンジを切り取り、ドレープをかぶせ、
持続的な吸引をおこないます。これは、実際の使用例です。

創の経過ですが、徐々に肉芽が形成されており、感
染兆候も認めませんでした。

ただ、2か月の使用期限では完全治癒には至らず、
洗浄および外用剤塗布に切り替え。
徐々に創状態改善し、VAC 後3カ月で上皮化に至
りました。

陰圧閉鎖療法についてです。
近年、既存治療に抵抗性の難知性の創傷に対して陰
圧閉鎖療法が行われ、良好な成績を得ています。
V.A.C. ATS® 治療システム：米国で1995年、欧州
で2003年から使用されており、本邦では2009年か
ら保険適応になっています。在宅用の小型機種も含
め、システム全体では300万人以上が使用していま
す。適応：既存治療に奏効しない、あるいは奏効し
ないと考えられる難治性創傷です。

陰圧閉鎖療法の作用機序です。創の保護、肉芽形成
の促進、浸出液と感染性老廃物の除去を行うことに
よって、局所血流の増加、血管新生の促進、創縁の
引き寄せが起こり、創傷治癒を促進しています。

創の経過 

 2か月の使用期限では完全    

 治癒には至らず 

        

 

 

洗浄および外用剤塗布に切り替え 

（プロスタンジン→ワセリン） 

徐々に創状態改善し、上皮化に至った 

 

VAC終了後3カ月 

陰圧閉鎖療法(NegativePressure  
Wound Therapy：NPWT) 

 近年，既存治療に抵抗性の難知性の 

   創傷に対して陰圧閉鎖療法が行われ， 

   良好な成績を得ている． 

 V.A.C. ATS®治療システム：米国で1995年，欧
州で2003年から使用．本邦では2009年から． 

 在宅用の小型機種も含め、システム全体では
300万人以上が使用 

 適応：既存治療に奏効しない，あるいは奏効しな
いと考えられる難治性創傷 

創処置 

 皮膚・皮下組織欠損創に対し，陰圧閉鎖療
法(Negative Pressure Wound Therapy：
NPWT)を用いた． 

 V.A.C. ATS®治療システム（KCI社）を使用 

 週3回ドレッシング交換を実施し、2カ月間
継続した 

 

 使用期限1カ月、難治性 

 の創では更に1カ月延長可能 

 

V.A.C. ATS®治療システムの使用法 

実
際
の
使
用
例 

創の経過 

開始時 2週 4週 

5週 6週 

肉芽形成良好，
感染兆候なし 
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本症例についてです。外用剤による創処置では肉芽
の増生を認めなかったため、2カ月間 V.A.C システ
ムを使用し、良好な肉芽形成を認めました。治癒に
至らないまでも、悪化傾向にある創のバランスを、
治癒傾向に変換することが可能でした。

まとめです。右大腿部膿瘍術後の皮膚欠損創に対し
て、陰圧閉鎖療法による治療を行った一例を経験し
ま し た。V.A.C. ATS® 治 療 シ ス テ ム を 用 い た
NPWT は、使用期限の問題などがあるが、完全治癒
に至らずとも創悪化過程にあるバランスを治癒過程
へと変換するツールとして有用であると思われます。

陰圧閉鎖療法の作用機序 

 ①創の保護 
 ②肉芽形成の促進 
 ③浸出液と感染性老廃物の除去 

 
 局所血流の増加 
 血管新生の促進 
 創縁の引き寄せ 

創傷治癒を促進する 

本症例について 

 外用剤による創処置では肉芽の増生を認めな
かった 

 2カ月間V.A.Cシステムを使用し、良好な肉芽
形成を認めた． 

 治癒に至らないまでも、悪化傾向にある創の
バランスを、治癒傾向に変換することが可能で
あった． 

まとめ 

 右大腿部膿瘍術後の皮膚欠損創に対して、
陰圧閉鎖療法による治療を行った一例を
経験した 

 V.A.C.ATS®治療システムを用いたNPWTは、

使用期限の問題などがあるが、完全治癒
に至らずとも創悪化過程にあるバランス
を治癒過程へと変換するツールとして有
用であると思われる 
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