
　涌谷町は、宮城県の仙台市から北東部に位置する
農業を基幹産業とする、人口17,500人、高齢化率
27.5% の町です。
　昭和63年11月に保健・医療・福祉を統合した施
設として町民医療福祉センターを開設、その後平成
7年に老人保健施設が併設され、地域包括ケアを実
践している町でもあります。
　当院は、14の診療科目を有し、一般病棟80床・
療養病棟41床の合わせて、121床の病院です。

【はじめに】　褥瘡とは、全身的要因と局所的要因
が複雑に絡み合って皮膚や深部組織の血行が阻害さ
れて発生する創傷と定義されています。

　その要因として、圧迫・ずれ・低栄養があげられ、
それを予防していくためには、体圧分散と適度な湿
潤と栄養改善があげられます。
　今回、巨大褥瘡を持ち込んだ患者様を通し、褥瘡
の発生に考えられる要因の排除と、栄養改善が褥瘡
の治癒に有用であることが示唆されたのでここに報
告します。

　これは、当院の褥瘡患者数の年次推移をみたもの
です。
　平成21年度は167人・平成22年度は152人で、
平成23年度は272人と、前年度に比較する震災の
影響もあって、約1.8倍となっています。
　月平均でみても、昨年の褥瘡患者数は、前年の約
1.6倍の22.7人となっています。
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褥瘡とは 

• 全身的要因（栄養状態の低下など）､局
所的要因（自発運動の低下･運動麻痺･
知覚障害・関節拘縮･骨の突出などによ
る圧迫、ずれ、摩擦、湿潤など）が､複雑
に絡み合って､皮膚や深部組織の血行
が阻害されて発生する創傷 0
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　こちらは平成23年度の褥瘡件数及び治癒件数で
す。
震災の発生から2ケ月が過ぎた5月は持ち込み件数
がピークで25件となっています。このような状況
下で、当院に入院となった患者様の褥瘡が改善され
た一症例をここで紹介します。

【症例紹介】　93歳女性。既往歴なし。3月11日に
発生した東日本大震災で、自宅で転倒し、ベッド上
での生活を余儀なくされていました。3月18日頃、
左大転子部に発赤が見られ悪化し、3月29日 A 病
院を受診し、床ずれと診断され自宅で処置するも、
改善が見られず悪化傾向となり、4月8日当院に予
約入院となりました。

　入院時所見等はスライドの通りです。

　K さんの入院時栄養アセスメントの結果は身長
　145センチ　体重　30キログラム　BMI　14.3　

（低体重）　血清アルブミン値　1.7g/dl、左大転子
部にⅣ度の褥瘡があり、高度の栄養障害がみられま
した。
入院時必要エネルギー量は1200キロカロリー・た
んぱく質45グラムを設定しました。

　こちらは、K さんの入院時から8月までの栄養摂
取量と血清アルブミン値の推移をみたものです。入
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 【症 例】 
９３歳 女性（Ｋさん） 既往歴 なし 
 
３月１１日  東日本大震災で転倒 寝たきり 
３月１８日頃左大転子部に発赤みられ悪化 
３月２９日  Ａ病院受診し、床ずれと診断 
        自宅で処置するも悪化傾向 
４月 ８日  当院予約入院となる 
  
       

Kさんの入院時のアセスメント 
 ・身長 １４５cm 

･体重 30kg （ ＩＢＷ４６kg ) 
・ＢＭＩ １４．３ （ 低体重 ） 
･血清アルブミン値 １．７ｇ/dl 
・褥瘡ステージ    Ⅳ 
 左大転子部褥瘡 ５．８ｃｍ×６．０ｃｍ 
 デブリードマン施行とスクロード処置 
・必要エネルギー量 １２００ｋaｌ たんぱく質４５ｇ 
 
 

○入院時所見 
  左大転子部褥瘡 ･右下皮膚剥離 
  脱水症  
○本人の状況  
  食事･排泄･移動などは全介助 
 
○寝たきりランク    Ｃ２ 
 
○痴呆ランク      Ⅲa 
    

 

 Kさんの 栄養摂取量と 
       血清アルブミン値の推移 
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院時は、食事と静脈栄養での栄養摂取でしたが、そ
の後、静脈栄養は中止となり、食事のみとなりまし
た。4月22日、褥瘡の改善を目標に、NST 対象者
となり介入を始めました。
　食事の内容や褥瘡の治癒に必要な栄養補助食品の
検討がなされ、全粥食と亜鉛や鉄分の多い栄養補助
食品、そしてお茶ゼリーからの栄養摂取に変更にな
りました。
その結果、血清アルブミン値は入院時1.7g/dl から
8月には3.7g/dl まで改善され、栄養状態の評価も
高度の栄養障害から良い方向に改善しました。

　K さんの生化学の変化は血清アルブミン値だけ
でなく、総タンパクやヘモグロビンの値も同様に改
善されています。また、体重は30kg から33.7kg
に増加しています。

　続いて、褥瘡の経過について、スライドをご覧く
ださい。
　栄養管理開始時の左大転子部のⅣ度の褥瘡です。

　1ケ月後です。

　2ケ月後です。褥瘡のステージはⅢまで改善され
ています。
　3ケ月後です。ステージはⅢですが、このように
小さくなるまで改善されてきています。

　4ケ月後です。褥瘡のステージはⅡまでさらに改
善されています。5ケ月後には、持ち込みされた褥
瘡もケアと栄養改善によって、このように改善され
ています。

 
Ｋさんの生化学の変化 

（総たんぱく・アルブミン・ヘモグロビン） 
生化学の変化
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 １．褥瘡の治癒のためには、ケアだけ   

  ではなく栄養管理も重要。 
 
２．治癒過程に応じた栄養管理が必要。 
 
３．褥瘡は、療養環境が整い、適切なケ   
  アと充分な栄養補給がされることで、    
  改善･治癒されることがわかった。 

考察とまとめ 

Ｋさんの褥瘡の経過② 
２ケ月後（６月21日） ３ケ月後（７月21日） 

褥瘡がこんなに改善されてきました。 

ステージ      Ⅲ      Ⅲ 
左大転子部   ３．０×４．０   ３．７×３．５ 
褥瘡ケア法 オムツ入り穴あきラップ療法 オムツ入り穴あきラップ療法 

Ｋさんの褥瘡の経過 ① 
栄養管理開始時（1回目） 

4月8日 1病棟に入院 
5月10日から療養棟へ転科 

１ケ月後（５月18日） 

ステージ    Ⅳ      Ⅳ 

左大転子部  ５．８×６．０   ４．５×４．０ 
褥瘡ケア法  ラップ療法    ラップ療法 

Ｋさんの褥瘡の経過③ 
４ケ月後（８月24日）  ５ケ月後（９月21日） 

ステージ     Ⅱ      Ⅱ 
左大転子部    ３．３×３．２    ３．７×２．８ 
褥瘡ケア法 オムツ入り穴あきラップ療法 オムツ入り穴あきラップ療法 
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【考察とまとめ】

1．褥瘡の治癒のためには、ケアだけではなく、栄
養管理も重要である。

2．褥瘡の治癒過程により欠乏とされる栄養素が異
なることから、ステージに合わせた栄養管理が
必要である。

3．褥瘡は、療養環境が整い、適切なケアと充分な
栄養補給がされることで、改善・治癒すること
がわかりました。

【最後に】　褥瘡ケアと栄養管理をすることは、患
者様にとっては、QOL の向上につながり、病院関
係者にとっては、栄養改善をはじめ、患者様のケア
の向上、医療スタッフの業務改善、ひいては、病院
の運営にも参画できるものと考えます。

　現在、当院では褥瘡対策委員会と栄養サポート
チームによって褥瘡対策と栄養管理が行われていま
す。今年の7月からは、褥瘡対策員会と NST カン
ファレンスを月1回同日開催しています。また、褥
瘡対策委員会の委員長と NST 委員長を同じ医師が
担うスタイルに変わっています。

　このように変わったことで、より一層褥瘡との栄
養管理の関わりが深くなったように感じています。
　今後も、それぞれが関わりを持ちながら、職能と
しての専門的な知識を向上させ、情報の共有を図り
ながら、協働によってチーム医療の推進にあたって
いきたいと考えています。

　最後になりましたが、私自身は行政部門から病院
に席をおくようになってまだ日は浅いです。管理栄
養士として資質の向上につとめ、一緒に働くスタッ
フや患者様そして患者様の家族、病院を訪れる地域
の方々とともに、この町に住んで良かったと、感じ
てもらえるような地域包括ケアの担い手となりたい
と思っています。

（この部分は時間により割愛することがあります）

　ご静聴ありがとうございました。
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医事課 

薬剤師 
 

言語聴覚士 
 理学療法士 
 

臨床検査技師 
 

看護師 
 

管理栄養士 

患者様 

褥瘡対策委員会 栄養サポートチーム 

 チーム医療の推進！！ 

褥瘡ケアと栄養管理することは…… 

患者様にとっては…… 
●ＱＯＬの向上につながる 

病院関係者にとっては… 
●栄養改善 
●患者様のケアの向上 
●医療スタッフの業務改善
●費用対効果につながる 

ご静聴ありがとうございました。 

町民医療福祉センター全景 

国保病院 
(１２１床） 

今日の皆様との出会いに感謝。どうぞ、我が町・我が施設にもおいでくださいませ…。 

（平成２４年１１月１０日・１１日開催予定） 
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