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退院後の施設連携により栄養介入を試み、褥瘡が著しく改善した一例
～褥瘡の再発予防～

発 表 者 加藤 喜大 （埼玉県：国保町立小鹿野中央病院）

整を充実することが、院内外の多職種連携を深

め効果的な連携を図ることへ繋げることができ

た。

【�まとめ】

１、効果的な退院支援は、専門的観点から役割

を明確化して取り組む。

２、多職種相互の専門性を引き出しあい柔軟で

流動的に関わる支援・調整手法も用いる。

３、病院の役割機能・現状を院内多職種が情報

共有かつ、共通理解し連携することが、退

院支援の充実に繋がる。

４、院内多職種の連携強化が、院外・地域との

連携もスムーズとなり効果的な退院支援、

切れ目のない連携へと繋がる。

今後、院内・院外多職種連携を充実継続させ、

入院期間の短縮だけでなく患者・家族が安心し

て適切な療養が送れるよう支援していくことが

重要な課題である。
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症例提示

45歳女性で、両臀部重度褥瘡、難治性両臀部褥

瘡、既往症として全身性エリテマトーデス、脳
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梗塞後遺症、慢性関節リウマチがあります。

身長 140㎝、体重 34.8 Kg、BMI 17.8、標準体重

43 Kg
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治療経過

平成 24年１０月に右臀部褥瘡が発生し、皮膚壊死

と発熱があり外来でデブリを施行しましたが、

食欲不振もあることより入院となりました。

入院時所見として、左右臀部、左下腿部褥瘡、

食欲不振、歩行困難がありました。

入院中は、NSTメンバーを中心に積極的に関わ

り 50−60％が改善。

退院後も施設職員と連携して、褥瘡改善に努め

ました。
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発生時の褥瘡の様子。
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調査研究の理由は、過去に 20回もの褥瘡の発生

を繰り返していること。

既往症より、褥瘡発生のリスクが大きいこと。

退院後の褥瘡悪化が懸念されることなどがきっ

かけに介入することとなりました。
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褥瘡発症の要因を考えてみました。

1.3つの基礎疾患、2.栄養状態では、明らかな痩

せでるい痩（病的やせ）となっております。

また、血液検査では、慢性的な CRPの上昇によ

る ALB値の低下があります。
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必要栄養量は、2100 Kcal−2300 Kcalで、通常の

必要量は、1400 Kcal程度であるが、褥瘡やステ

ロイド服用により、より多くの栄養が必要となっ

ています。

デザイン評価では、右臀部が 19、左臀部が 15、

下腿部は 10と評価。

褥瘡治癒までの栄養量の推移は、食事からは

1200 Kcal程度の摂取がいっぱいのため、各種栄

養補助食品で補充をしました。

ここで興味深いのは、CRPと体重の関係で CRP

が高値では、2000 Kcal以上を摂取しても体重増

加はなかったのですが、CRPの低下、褥瘡の改

善とともに体重の増加が見られ、その後は 1600

Kcalでも体重増加が見られることです。

小鹿野町でも、地域包括ケアシステムがありま

す。

保健福祉課や訪問看護ステーション、ヘルパー

ステーションなどを病院に併設することで退院

後のサービスの一元化が図られています。
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退院に向けて、病院より医師、看護師、薬剤師、

管理栄養士、地域連携室、各部門より、ケアマ

ネ、ヘルパーステーション、在宅介護支援セン

ター、訪問看護ステーション、訪問薬剤薬局、

デイサービスセンター、介護用品取扱い業者な

どが一同に会し、患者さんや家族にとって何が

問題か、どんなサービスが必要かを検討し、準

備が整ったら退院となります。
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今回のケースは施設入所の方であったため、

施設の看護師さん、栄養士さん、担当職員の協
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力により連携を図ることとなりました。

退院後、病院の外来を受診した際、外来では

血液検査、体重測定をし、施設では、退院後の

食事摂取量の確認と栄養補助食品摂取量の確認

をチェックし、一覧表を持参していただきまし

た。

それらを考慮して、栄養評価と栄養処方を行

いました。

食事摂取量表

栄養補助食品摂取確認票
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結果と考察

褥瘡は、入院中と同じ栄養管理が継続できた

ことが、早期に治癒した結果となりました。

BMIは、入院時より退院時、治癒まで順調に

増加。

栄養状態は、良好を現在も維持。

施設職員が、入所者の体重を意識するように

なったことは大きいです。
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まとめ

退院後に継続した栄養管理ができた背景とし

て、施設職員の理解と協力が得られたことが一

番大きく、かつ経済的にも適切な栄養補給が可

能であったことが早期治癒となった要因であ

る。

今後は、訪問栄養食事指導を実施し、施設と

連携し栄養に対する理解や意識を深め再入院の

防止に努めていきたい。
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病院と老人保健施設との簡単なデータベースソフトを使った連携に
ついて

発 表 者 水田 正能 （島根県：安来市立病院）

共同研究者 小川 東明、栗原 やよい、宇山 徹、早瀬 光一、原田 理文
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当院では、特別養護老人ホーム１施設と契約

を交し、嘱託医を派遣して入所者の健康管理を

行っている。病院と施設とは片道４�の距離が

ある。
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嘱託医は、定員８２名の入所者を、毎週一回、

約２０人ずつ、施設で診察を行い、施設と病院の

カルテに記載する。さらに、入所者の定期処方、

臨時処方、救急時の対応、必要な病院や当院の

診療科へのコンサルテーションなどを行ってい

る。

そこには問題点をいくつか指摘できる。�病
院と施設とは距離があるので、病院の電子カル

テが使用できない。�病院内で入所者の情報を
得るには、入院歴がないとほとんど得ることが

できない。施設のカルテを持ち出すことができ

ないので、十分に患者の状態を把握していると
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