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当院における
褥瘡患者の現状分
析

宮城県丸森町国民健康保険

丸森病院

横澤 慎太郎、福山 尚治、菅谷 美保、

大平 愛、佐藤 育美、宮沢 尚子、

山口 郁子、岩倉 ひろみ、高橋 文子、

大友 正隆

はじめに
日本褥瘡学会は2005 年に「科学的根拠に基づく褥瘡局

所治療ガイドライン」を発表し、さらに予防・発生後
のケアを追加して 2009 年に改訂版ともいうべき「褥
瘡予防・管理ガイドライン」を発表した。

さらに2012年「褥瘡予防・管理ガイドライン(第3

版)」を発表し、褥瘡管理にかかわるすべての医療者
がそれぞれの医療状況において褥瘡の予防・管理をめ
ぐる臨床決断を行うあらゆる局面で活用するために、
現時点で利用可能な最良のエビデンスに基づいて推奨
項目を提示することを目指している。

はじめに
日本褥瘡学会は2005年に科学的根拠に基づく褥瘡

局所治療ガイドラインを発表し、2009年に予防発生
後のケアを追加して褥瘡予防管理ガイドラインを発
表しました。

さらに2012年に褥瘡予防管理ガイドライン（第３
版）を発表し、褥瘡管理にかかわるすべての医療者
が現時点で利用可能な裁量のエビデンスに基づいて
推奨項目を提示することを目指しています。

DESIGNの採用
 2002 年に日本褥瘡学会学術教育委員会は、褥瘡の

重症度を分類するとともに治療過程を数量化するこ
とのできる褥瘡状態判定スケール DESIGN を発表
した。

このスケールの命名は

 深さ(Depth)
 滲出液(Exudate)
 大きさ(Size)
 炎症・感染(Inflammation/Infection)
 肉芽組織(Granulation)
 壊死組織(Necrotic tissue)
各観察項目の頭文字をとっている。

デザインの採用
2002年に褥創の重症度を分類するとともに治療過

程を数量化できるデザインスケールが発表されまし
た。このスケールは深さ、浸出液、大きさ、炎症、
感染、肉芽組織、壊死組織という観察項目の英単語
の頭文字をとっています。

褥瘡対策チームの必要性

褥瘡予防・管理ガイドライン(第3版)
 【CQ 12.1】

 褥瘡予防に、病院ではどのような対策が有効か

 【推奨文・推奨度】
 1 ブレーデンスケールによるアルゴリズムを用いた体圧分散マッ
トレスの選択が強く勧められる。推奨度A

 2 OH スケールによるアルゴリズムを用いて体圧 分散マットレス
を選択する。推奨度 C1

 3 多職種で構成する褥瘡対策チームを設置する。 推奨度 C1
 4 皮膚・排泄ケア認定看護師を配置する。推奨度 C1
 5 褥瘡ハイリスク患者ケア加算を導入する。推奨度 C1
 6 包括的なプログラムやプロトコールを用いる。推奨度 C1

褥瘡対策チームの必要性として、褥瘡予防管理ガ
イドラインでは他職種で構成するチームの設置は推
奨度C １となっています。
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褥瘡対策委員会活動
地域の特性から高齢者の割合が高い。入院患者に
おいても原疾患に起因する褥瘡発生が問題となっ
ている。

当院では過年度より褥瘡対策委員会を発足させ、
多職種ラウンドにおいて褥瘡の評価と治療方針の
提案を行い、さらに褥瘡関連研修会開催等の各種
啓蒙活動などを通じて、褥瘡予防・管理の質向上
を図っている。

褥瘡対策委員会活動としては、地域の特性から高
齢者の割合が高く、入院患者でも原疾患に起因する
褥瘡発生が問題となっています。

当院でも過年度より褥瘡対策委員会を発足し、他
職種ラウンドにて褥瘡評価と治療方針の提案を行
い、研修会等の啓もう活動を通じて予防管理の質向
上を図っています。

入院患者分析
褥瘡治療ガイドラインによると、DESIGNスケール

は患者個々の改善度の評価には用いられるものの、
急性期の褥瘡状態が患者間によって多岐にわたる
ため、患者間の重症度評価には基本的に用いられな
い。

当院入院患者のうち褥瘡を有する患者の現状を調
査し、DESIGNスケールで評価した褥瘡の状態と

患者因子に関係が認められるか否かについて分
析・検討した。

入院患者分析
褥瘡治療ガイドラインによると、DESIGNスケー

ルは患者個々の改善度の評価には用いられるもの
の、急性期の褥瘡状態が患者間によって多岐にわた
るため、患者間の重症度評価には基本的に用いられ
ません。

今回は、当院入院患者のうち褥瘡を有する患者の
現状を調査し、DESIGNスケールで評価した褥瘡の
状態と患者因子に関係が認められるか否かについて
分析・検討しました。

対象と方法
平成25年4月～26年3月に当院入院患者で褥瘡を有し
ていた50症例それぞれについて背景情報を抽出、項
目別に統計学的検討を加え、さらに症例の改善度を
評価した。

項目
 DESIGNスケール値

 年齢

 性別

 アルブミン値

 入院時疾患

 褥瘡部位

統計処理には統計処理コンピュータソフトウェア
JMP ver.5を使用した。

対象と方法
○　平成25年４月～ 26年３月の１年間に当院に入

院していた患者で褥瘡を有していた50症例につ
いて背景情報を抽出、項目別に統計学的検討を
加え、さらに症例の改善度を評価しました。

○　項目は、DESIGNスケール値、年齢、性別、ア
ルブミン値、入院時疾患、褥瘡部位です。

○　統計処理には統計処理コンピュータソフトウェ
アJMP ver.5を使用しました。

結果
年齢 平均値±SD歳

 全体 87.3±1.57歳
 男性 87.3±8.2歳
 女性 89.6±6.1歳

性別

 男性 23名 (45%)
 女性 27名 (55%)

結果
○　年齢は平均87歳で男性23名、女性27名でした。
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男女別の年齢分布
男性 女性

健康寿命 男性70.4歳 女性73.6歳
平均寿命 男性80.2歳 女性86.6歳

男性 87.3±8.2歳 女性 89.6±6.1歳

男女別の年齢分布です。
○　下に平均寿命を示していますが、男女ともに平

均寿命付近の年齢層から患者数が増える傾向が
見られました。

入院時の原疾患

入院時の原疾患です。
高齢者に多い疾患が多く、尿路感染症、褥瘡、肺

炎が９例ずつで心不全、脳梗塞、骨折が続きます。

褥瘡部位

　褥瘡部位は仙骨が24人と最も多く、臀部、踵、外
果と続き、下半身に多い結果となりました。

DESIGNスケール値の分布

 DESIGNスケール値平均

 全体 9.1±5.1

DESIGNスケール値

　デザインスケール値の分布です。平均は9.1となっ
ています。

男女別DESIGNスケール値の
分布

男性 女性

男性平均 8.4±5.9 女性平均 9.6±4.6

　男女別のデザインスケール値の分布です。男性8.4
女性9.6となっています。

アルブミン値
平均値

全体 2.41±0.62 (g/dl)
男性 2.5±0.73
女性 2.3±0.44

男性 女性

全体

　アルブミン値の平均です。全体で2.4男性2.5女性
2.3となっています。
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DESIGNスケール値と
アルブミン値との相関

r= 0.038
p= 0.82 
単回帰分析

g/dL

　デザインスケール値とアルブミン値との相関で
す。仮説としてアルブミンが低いほどデザインス
ケール値が悪化すると考えたのですが、円で示した
ようにまんべんなくばらついていて、アルブミン値
との相関は見られませんでした。

DESIGNスケール値と
年齢との相関

r= -0.56 
p= 0.0003 
単回帰分析

　デザインスケール値と年齢との相関です。こちら
は仮説としては高齢になるほどデザインスケール値
が悪化すると考えましたが、右肩下がりの直線で示
したように、高齢になるほどデザインスケール値は
低くなるという傾向が見られました。

予後

入院期間中のDESIGN変化
 １点以上改善：改善

 点数変化なし：維持

 １点以上悪化：悪化

　予後です。
期間中デザインスケール値で31例で１点以上の改善
が見られ、９例が維持、10例が１点以上の悪化とな
りました。

考察
今回の調査でDESIGNスケール値とアルブミン値

に相関が認められなかったことは、ガイドライン
における記述を検証する結果となった。

しかしながら、年齢との間に負の相関が示された
ことは、興味深い結果となった。

 DESIGNスケール値が年齢とともに低下すること

は、急性期段階において高齢者特有の何らかの因
子が存在することを示唆していると思われる。

高齢者では褥瘡重症度が低く出る傾向が認められ、
留意する必要があると考えられる。

考察
○　今回の調査でDESIGNスケール値とアルブミン

値に相関が認められなかったことは、ガイドラ
インにおける記述を検証する結果となりました。

○　しかし、興味深い結果として、年齢との間に負
の相関が示されました。

○　DESIGNスケール値が年齢とともに低下するこ
とは、急性期段階において高齢者特有の何らか
の因子が存在することを示唆していると思われ
ます。

○　高齢者では褥瘡重症度が低く出る傾向が認めら
れ、留意する必要があると考えられます

結語
当院入院患者についてDESIGNスケール値と各種指
標について検討した。

 DESIGNスケール値による重症度は各種指標との関

連性が乏しかったが、年齢とは負の相関が認められ
た。

およそ2/3の患者で予後の改善がみられた。褥瘡対策
委員会チームによる治療介入した結果と考えられる。

今後は患者間の重症度評価に妥当とされるDESIGN-
Rを導入し、さらに検討と検証を重ねていく予定であ
る。

結語
○　当院入院患者についてDESIGNスケール値と各

種指標について検討しました。
○　DESIGNスケール値による重症度は各種指標と

の関連性が乏しかったが、年齢とは結語
○　当院入院患者についてDESIGNスケール値と各
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種指標について検討しました。
○　DESIGNスケール値による重症度は各種指標と

の関連性が乏しかったが、年齢とは負の相関が
認められました。

○　およそ２/ ３の患者で予後の改善がみられ、褥
瘡対策委員会チームによる治療介入の結果と考
えられます。

○　今後は患者間の重症度評価に妥当とされる
DESIGN-Rを導入し、さらに検討と検証を重ね
ていく予定です。




