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難治性褥瘡に重要な栄養管理と
多職種連携の必要

～NST介入が有効であった１症例～

広島県 安芸太田病院 看護部 本計初美

（共同研究者） 岩田加代子、山根令子
佐々木美智子、岡崎一子
宍戸明子、松元岳、東悠介

はじめに
褥瘡治療には栄養管理が重要だと言われ

ている。当院のNSTは10種の多職種のメン
バーで組織している。

難治性褥瘡の症例にNSTが介入し、褥瘡
治癒を目標に行った栄養管理と多職種連携
で取り組んだチームアプローチの成果を報
告する。

はじめに
褥瘡治療は局所的管理と並んで栄養管理も重要だ

と言われています。当院のNSTは10種の多職種の
メンバーで組織しています。

今回、脳脊髄膜炎により療養病棟入院中の寝たき
り状態の患者に、ポケットを形成する難治性褥瘡の
症例が生じました、NSTが介入し褥瘡治癒を目標
に行った栄養管理と多職種連携のチームアプローチ
の成果を報告します。

研究目的
NST介入による栄養管理と多職種連携
での成果を考察する。

研究期間
褥瘡が発生した2012年9月14日～
褥瘡が治癒した2014年9月19日

研究目的
NST介入による栄養管理と多職種連携での成果

を考察します。

研究期間はスライドの通りです。

研究の方法

①看護過程の振り返り
②褥瘡の経過・NST提案事項・患者の

状況の確認
③体重とアルブミン値の経過について
④経腸栄養剤投与量と体重の変化に

ついて

研究の方法は、
①看護過程の振り返り　②褥瘡の経過、NST提

案事項、患者の状況の確認　③体重とアルブミン値
の経過について　④経腸栄養剤投与量と体重の変化
について行いました。

倫理的配慮

研究の主旨を説明し、参加は自由意志
であり辞退による不利益は受けない、
プライバシーの保護に配慮、目的以外で
は使用しないことを説明し、参加を患者・
家族に文章を用いて同意を得た。

倫理的配慮
研究の主旨を説明し、参加を患者・家族に文書を

用いて同意を得ました。

事例紹介
S・M氏 78歳 男性
病名 脳脊髄膜炎 （高次脳機能障害）
状態 ・2012年9月12日療養病棟に転入

・日常生活自立度 C２
・褥瘡リスク判定（OHスケール） ７点（高度）
・経鼻栄養
・気管切開あり、痰の貯留が多く頻回の吸引を要す
・口の動きや人工喉頭使用で訴えを理解する
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日常生活自立度C ２、
気管切開があり、痰の貯留が多く頻回の吸引を要

しました。
口の動きや人工喉頭を用い本人の訴えを理解して

いました。

看護目標：ポケット形成の褥瘡が治癒する
看護ケアの実際
・感染兆候あり、浸出液が多いため毎日2回の洗浄・処

置施行・有効なポケットの洗浄のため午前9時には右
側臥位、午後8時には左側臥位で洗浄する

・ポケット辺縁のズレを防ぐためデルマエイドを四方固定
・仙骨部の除圧が保たれるように2時間おきの30度
体位交換を行う

結果
看護過程の実際は、スライドをご参照ください

・拘縮あり、体位保持のためクッションを有効利用する
・排便時、丁寧なスキンケアを行い、褥瘡部に汚染が
あれば、都度、洗浄、処置を行う

・定期的にDESGIN-Rの評価、体重測定・写真の取り
込みを行い経過を追う

・体圧分散マットは高機能エアーマット使用

・栄養状態の改善を図るためNSTに依頼する

本研究では、ＮＳＴの介入を依頼した結果を報告
します。

結果 ②－１ 褥瘡の経過・栄養・NST提案事項・患者の状況

時 期 NST介入時期頃 （2013/2/19） NST介入6か月 頃（ 2013/8/27)

褥 瘡
DESIGN-R

処 置

皮膚の状態 筋層まで達し筋黄色壊死・炎症・感染あり・浸出液多量 ポケットあり・赤色肉芽形成・炎症・感染なし

体重・BMI 褥瘡発生時 47.5kg ⇒ 介入時 45.7Ｋg （2kg減） 50.0Kg （20.8）

栄 養（経鼻） １ Kcal/ml 経腸栄養剤 1200Ｋcal 1.5 Kcal/ml 経腸栄養剤 1500Kcal

NSTからの提案を
取り入れた事項

・アルギニン補助食品使用 ・NGチューブ14Ｆから10Ｆに変更（介入２か月～）継続
・1.5Kcal/ml 経腸栄養剤に変更 ・褥瘡部にかかる圧への配慮の継続
・投与量1500kcalに増量 ・人工喉頭での言語療法の継続
・毎週の褥瘡評価・定期的な体重測定
・QOL向上する環境整備、声掛けを行う

患者の状況
・痰の貯留が多く頻回の吸引を要す ・便の性状が変わり臀部の皮膚がきれいになった

・元気なく、表情に活気がない ・人工喉頭使用での会話ができるようになり、表情が
明るくなった・口の動きで疎通を図る

D5 E6 ｓ6 i1 Ｇ4 Ｎ3 Ｐ9 34点 D3 e3 s8 i０ g１ n０ P12 27点

ユーパスタ プロスタンディン

経過
2012年９月、仙骨部に褥瘡の発生あり、発熱、頻

回の便により褥瘡が悪化、皮膚科でポケットの切開
を受けると、筋層が露出し筋も壊死の状態で浸出液
の増量がみられました。2013年２月22日からＮＳＴ
の介入が始まり、ＮＳＴよりの提案事項を主治医の
指示の元、実行していきました。

介入当初まず、褥瘡の治癒を促す働きのあるアル
ギニン摂取量増量目的でアルギニン補助食品を１か
月使用しました。また、ハリスベネディクトの式の

算出より推定した必要栄養量に近づけるため、１
ml当たり１kcalの経腸栄養剤1200Kcalからエネル
ギー量とタンパク質増量目的で１ml当たり1.5Kcal
の経腸栄養剤1500Kcalに変更しました。肺炎予防の
ため言語聴覚士の提案で経鼻カテーテルを14Fから
10Fに変更しました。薬剤には薬剤師の助言を受け、
注入時の体位、ベッド拳上時間、褥瘡部にかかる圧
への配慮はリハビリ担当者のアドバイスを受けまし
た。介入当初、活気がなくQOLの低下がうかがえ
ました。言語聴覚士の提案により人工喉頭を使用し
た言語療法が開始しました。介入６ケ月頃には、褥
瘡が経過良好となりリハビリが併用して継続し、人
工喉頭の使用で疎通が図れるようになり表情が明る
くなられました。

結果 ②－２ 褥瘡の経過・栄養・NST提案事項・患者の状況

時 期 ＮＳＴ介入9ケ月頃 2013/11/5 ＮＳＴ介入1年２ケ月頃 2014/4/8
ＮＳＴ介入1年7ヶ月頃

2014/9/19

褥 瘡
DESIGN-R

処 置

皮膚の状態 ポケット縮小 ポケット閉鎖・良性肉芽形成 治 癒

体重・(BMI) 53.1Ｋg  (22.1) 53.1Kg  (22.1 ) 50.0Kg （20.8）

栄 養 1.5 Kcal/ml 経腸栄養剤 1300Kcal 1.5 Kcal/ml 経腸栄養剤 1200Kcal 1.5 Kcal/ｍｌ経腸栄養剤 900Kcal

NSTからの
提案を取り入

れた事項

・体重の増加あり、投与量のコント
ロールをしていく

・外出プランを目標
・座位保持のリハビリ
・家族に吸引指導

・体重の経過観察

患者の状況
・介入7か月頃～「家に帰ってみた

い」という発語あり
・会話が順調、笑顔がみられる。 ・一時期全身状態悪化したが落ち

着き、家族とも会話が順調

Ｄ3 e１ s3 i0 g1 n0 P0  8点Ｄ3 e3 s6 i0 g1 n0 Ｐ6 19点

プロスタンディン デュオアクティブ

介入７か月頃には患者本人から家に帰ってみたい
という希望が聞かれるようになり、介入８か月頃、
家族も患者の希望を受容、外出することを目標に計
画しました。本人の意欲の向上が見られるように
なった頃より管理栄養士より体重増加のコントロー
ルの提案があり必要栄養量に応じた経腸栄養剤投与
量の減量を開始しました。座位保持訓練、家族に吸
引指導などの外出プランを実行しながら褥瘡ケアを
継続し、2014年９月19日、NST介入から１年７か
月で褥瘡が治癒しました。
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結果 ③ 体重・アルブミンの変化

体重（Ｋｇ） アルブミン（ｇ/ｄｌ）

(g/ｄｌ）(Kg)

体重とアルブミンの経過をグラフにしてみると、
体重の変化に比例してアルブミン値もほぼ比例した
結果が現れました。
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結果 ④ 投与カロリーと体重の変化
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経腸剤 Kcal

体重（Ｋｇ）

(Kg)(Kcal)

投与カロリーと体重の変化をグラフにすると、褥
瘡の深さ、浸出液の量が多い時期は投与量の増量を
していき、褥瘡の軽快とともに体重の増加傾向あり、
投与量を減量しコントロールしていきました。

考察
・ ＮＳＴの介入により適切な栄養管理と

多職種のサポートにより難治性褥瘡が
治癒できたと考えられる。

・本症例のＮＳＴラウンドを通算４２回行い、
電子カルテによる情報の共有、情報交換、
カンファレンスを重ねた。患者のQOLを
高めることができたのはチーム医療の
成果であると考えられる。

考察
本症例は適切な栄養管理と多職種のサポートに

より難治化した褥瘡が治癒できたと考えられます。
NST介入から終了まで本症例のＮＳＴラウンドを
通算42回行い、電子カルテによる情報の共有、情報
交換、カンファレンスを重ねました。多職種連携に
より、外出プランを目標に掲げられるまでの患者の
ＱＯＬを高めることができたのは、チーム医療の成
果であると考えられます。

おわりに
患者目標を統一し、チームで連携、
多職種の専門性を活かした関わりが
有効であることを学んだ。
今後もNSTの活動を通してチーム医
療の発展に努めたいと思う。

おわりに
厚生労働省はチーム医療について、「医療に従事

する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性
を前提に、目的とした情報を共有し、業務を分担し
つつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確
に対応した医療を提供すること」と述べてありま

す。本症例で、患者目標を統一し多職種で連携し専
門性を活かしたかかわりが有効であることを学びま
した。今後もNSTの活動を通してチーム医療の発
展に努めたいと思います。ご清聴ありがとうござい
ました。
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チーム医療とは
「医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門
性を前提に、目的とした情報を共有し、業務を分担しつつも互
いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を
提供すること」

厚生労働省 チーム医療の推進について 平成22年3月10日

　参考文献はご参照ください。




