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褥瘡とは？ 

• 寝たきりなどにより体重で圧迫されている場
所の血流が悪くなることで、皮膚やその下に
ある組織が壊死した状態。 

• 一般に“床ずれ”といわれる。 



スキンテアとは？ 

  Skin=皮膚  Tear=裂ける 

  文字通り皮膚が裂ける状態 

 

 摩擦やずれ、軽微な外力によって主に高齢者
に発生する皮膚の急性損傷（裂創） 

 



背景 

高齢化の進展による医療・介護の需要増大 

             ↓ 

限られた医療資源の適正利用 

（患者の状態に応じた適切な医療の提供） 

 在宅医療の充実など 

             ↓ 

褥瘡やスキンテアを目にする機会が増えるであ
ろう 

 



褥瘡の意味 
 

  褥・・・寝床あるいは寝るときの敷物 

   

  瘡と創の違いについて 

  “創”は刀傷や外傷による新鮮で単純な傷 

  “瘡”は元来、内部要因による壊死、痂皮、
おできなどの意味を持つ。外力だけでなく様々
な要因が関係する褥瘡では“瘡”を使う。 



褥瘡が発生する理由 

  褥瘡は圧迫される力のみで生じるわけで  
ない。また、寝たきりになると必ず生じるわけで
はない。 

 

様々な外力が関係 

 圧縮応力 

 引っ張り応力 

 せん断応力 



 



 



応力 

生体に負荷された外力は、生体内部で応力となる 



外力 

 外力が加わると、皮膚・皮下組織は外力と骨との間
で板挟みとなり、血流障害は強くなる 

 そのため、軟部組織が少なく、皮膚直下に骨がある
ような部位では、褥瘡が発生しやすくなる 



軟部組織における外力と応力 

外力 

垂直力（圧） 

ずれ力 

応力 

圧縮応力 

引張り応力 

剪断応力 

生体に負荷される外力 

組織内部で応力となる 

外力と応力 



褥瘡を生じる人 

健康な人は、自然に寝返りを打つことで同じ場所
に外力がかかりつづけないので褥瘡は発生しない。 

 

自分で動けない、寝返りが打てない、栄養状態が
悪い人は褥瘡ができやすい。（回避能力低下） 

また、排泄物や汗で皮膚が湿っているとき、むくん
でいるときにも褥瘡はできやすい（組織耐久性低
下） 

 

 



回避能力低下 

外力（圧力・ずれ力） 

組織機械的変形 

外力を回避 

阻血性障害・再灌流障害を回避 

組織は正常 

疼痛として感知 

疼痛を感じない 

  （知覚認知低下） 
動くことができない 

  （活動性低下） 
自立体位変換能力の低下 

生体の褥瘡発生回避のメカニズム 

褥瘡発生 

阻血性障害・再灌流障害 



組織耐久性低下 

浸軟による角質層のバリア機能の低下 

湿潤による摩擦力の増加 

低栄養による筋肉の廃用性変化 

浮腫による筋膜上組織の脆弱化 

末梢動脈疾患などによる血流障害 

 

 

 

「圧迫」や「ずれ」などの外力負荷に弱く、 

組織の損傷を受けやすくなる 

 



回避能力低下 

組織耐久性低下 

褥瘡発生の要因 

外力（圧力・ずれ力） 

組織機械的変形 

阻血性障害・再灌流障害 

褥瘡発生 

局所：皮膚湿潤、失禁、汗 

全身：低栄養、浮腫、 

    末梢循環不全 

自立動作低下、 

知覚・認知障害 

病的骨突出、関節拘縮 



褥瘡が生じる部位 

褥瘡は“床ずれ”というくらいなので
体と床（寝具）が接触するすべての
部位に生じる可能性はある。 

 

発生の多い順に仙骨部、足、大腿の
つけねである大転子部など圧（体
圧）がかかりやすい部位に発生 

 

 

 



褥瘡好発部位 



仰臥位での体重のかかり方 



体圧 

• 体圧とは、 

   身体と床面（座面）との間に生じる圧のこと 
 

  

 

圧・時間と壊死の関係 



最も大事なことは褥瘡の予防 

褥瘡予防や褥瘡発生時のケアには 

外力の管理が必要 

↓ 

 体圧の調整と体位の保持をする 

 



褥瘡の予防‐体圧分散 



体圧の調整 

 

体圧分散用具を用いて圧を調整する 
 

  接触面積を広くしたり、圧が加わる場所を短時間で移
動させることにより、圧が長時間、同一部位にかかるリ
スクを減少させる 

 

 「減圧」・「除圧」 → 「圧の再分配」 
 
 
 

      



  「圧の再分配」 Pressure Redistribution 
 

 1.沈める：身体の骨突出部位を周囲組織に分配させる 

 2.包み込む：マットレスとの接触面積を拡大させる 

 3.接触部位を変える：経時的に接触部位を変える 
 

 ⇒   ・接触面積を増やし圧力低減を図る 

      

 

           ・接触圧を低減する 静止型マットレス 

圧切替型マットレス 



体圧分散用具 

定義 
 

 ベッド、椅子などの支持体と接触しているときに 

単位体表面に受ける圧力を、接触面積を広くする 

ことで減少させる、もしくは圧力が加わる場所を 

時間で移動させることにより、長時間、同一部位に 

かかる圧力を減少させるための道具 

 

日本褥瘡学会編集：褥瘡予防・管理ガイドライン. 2009年 



マットレスの使用方法 
使用方法 

交換マットレス ベッドフレームに直接敷くマットレス 

上敷きマットレス 標準マットレスの上に重ねて使用するマットレス 

リバーシブル おもて面を体圧分散マットレスとして使用できるマットレス 



エアマットレス 
上敷きエアマットレス 

交換エアマットレス 

厚さ16㎝ 

厚さ9㎝ 

接触圧を低減する 

厚さ17㎝ （オスカー） （アドバン） 

（エアドクター） 

javascript:void(0);


体圧 
 

 仰臥位の仙骨部には150㎜Hg 

 座位時の坐骨結節部には500㎜Hg 

 の圧がかかる 

 

 

 

 ⇒ 原則として 

  ✓ベッド上での2時間毎の体位変換 

  ✓座位での20分毎のプッシュアップ  が推奨される 

 



褥瘡の治療 

①原因となる外力を取り除く 

 

②全身状態や栄養状態を整える 

 

③適切な局所治療を行う 



①外力の除去 

圧とずれを防ぐための寝具や介護用品が開発
されており、多くは介護保険で利用可能。 

 

特に日本の体圧分散寝具やエアマットは優れ
ている 



②栄養状態の改善 

・栄養が悪くなると筋肉が減り骨が突出し、褥瘡
ができやすくなる。 

・免疫力が低下する 

・傷の治りが悪くなる 

 

最近では創傷治癒を促す栄養補助食品も多数
開発されている 



③適切な局所治療 

昔は“傷は乾かすもの”という概念があった。 

 

今は適切な湿潤環境に保つことで、傷を治すた
めに体内から出てくる細胞増殖因子がうまく作
用し、傷の治りをよくすると考えられている。 

=Moist  wound healing 



褥瘡局所治療 

浅い褥瘡 

 moist wound healing ：湿潤環境の保持 

 

 湿潤環境は、細胞遊走を 

 妨げない環境である 



深い褥瘡 
 wound bed preparation ：創底管理 
 
 

１.創傷治癒を促進するため、 
 阻害因子を取り除く 
 ⇒「壊死組織の除去」・「感染の制御」 
  「浸出液のコントロール」 
 
2.肉芽形成を促進する段階においては 
 moist wound healing が重要になる 
  
  

褥瘡局所治療 



傷の扱い方① 

昔・・・しっかり消毒 

今・・・適切に洗う 

 

消毒をしなくなった理由 

 消毒は消毒をした瞬間しか効果がなく、むしろ
正常組織を傷害したりかぶれたりすることがあ
る 

 



傷の扱い方② 

細菌を減らすためには、細菌の住処となる壊死
組織などを洗い流すのが効果的。 

 

積極的な入浴やシャワー浴を。 



１．褥瘡とその周囲のスキンケア方法 

①．創傷被覆材をはがす  

  皮膚を押さえてやさしくやさしく・・・ 
 

②．創の周囲を洗う 

  十分に泡立てた洗浄剤を使い、 

  やさしくやさしく・・・ 
 

③．たっぷりの微温湯で流す 

  創面の汚れもいっしょに流す 
 

④．不織布で軽く押さえて水分を取る 

  綿花やティッシュペーパーは×（繊維が残ってしまいます） 

 



在宅の褥瘡対策 

1998年 日本褥瘡学会設立 

      当初は病院の褥瘡対策 

2007年ころから在宅での褥瘡対策にも力を入
れる。→褥瘡有病率の低下 

    

エアマットの普及、褥瘡対策の啓蒙など 



褥瘡の有病率 
（日本褥瘡学会調べ） 

２００６年 ２００９年 ２０１３年 

一般病院 2.24％ 2.94％ 1.99％ 

大学病院 1.46％ 1.94％ 1.39％ 

介護老人福祉施設 2.47％ 1.89％ 0.89％ 

介護老人保健施設 2.67％ 2.20％ 1.27％ 

訪問看護ステー
ション 

8.32％ 5.45％ 2.61％ 



褥瘡を見つけたら 

褥瘡は早ければ1日で発生します。 

生じるまで褥瘡のことなど考えたこともない人
が多くいます。 

褥瘡を発見したら早めにケアマネージャーに連
絡を。 

介護認定を受けていない場合は市区町村の介
護保険課に申請を。 

 



予防が大事 

大事なことは予防です。 

 

そのためにわれわれ皮膚科医も努力し、一般
の方々への啓発、医療職や介護職との協働を
進めていきたいと考えてます。 

 



 通常の医療・療養環境の中で生じる摩擦やずれによって
主に高齢者に発生する皮膚の急性損傷 
 
 文字通り‘皮膚の裂け目’という意味で、軽微な外力により
生じる裂傷で、四肢に好発する 

  
         

Skin Tear : 皮膚裂傷 

スキンテアとは 



皮膚の構造 



高齢者の皮膚 



 摩擦・ずれによって、皮膚が裂けて生じる 

 真皮深層までの損傷を 

     スキンテア(皮膚裂傷)とする 

 

  



具体的には 

• 四肢がベッド柵に擦れて皮膚が裂けた（ずれ） 

• 絆創膏を剥がす時に、一緒に皮膚が剥がれた（摩擦） 

• 車いす等の移動介助時にフレーム等に擦れて皮膚が裂けた 
（ずれ） 

• ネームバンドが擦れて皮膚が裂けた（摩擦） 

• リハビリ訓練時に身体を支持していたら皮膚が裂けた（ずれ） 

• 体位変換時に身体を支持していたら皮膚が裂けた（ずれ） 

• 更衣時に皮膚が擦れて皮膚が裂けた（摩擦・ずれ） 

• 転倒した時に皮膚が裂けた（ずれ） 

• ベッドから転落した時に皮膚が裂けた（ずれ） 

 



創縁を（過度に進展させることなく）正常な解剖学的位置
に戻すことができ、皮膚または皮弁の色が蒼白でない、
薄黒くない、または黒ずんでいないスキンテア 

カテゴリー１a 

創縁を（過度に進展させることなく）正常な解剖学的位置
に戻すことができ、皮膚または皮弁の色が蒼白、薄黒い、
または黒ずんでいるスキンテア 

カテゴリー１b 



創縁を正常な解剖学的位置に戻すことができず、皮膚
または皮弁の色が蒼白でない、薄黒くない、または黒ず
んでいないスキンテア 

カテゴリー２a 

創縁を正常な解剖学的位置に戻すことができず、皮膚
または皮弁の色が蒼白、薄黒い、または黒ずんでいる
スキンテア 

カテゴリー２b 

皮弁が完全に欠損しているスキンテア 

カテゴリー３ 



予防ケア 



個体要因のリスクアセスメント 

全身状態 皮膚状態 

 加齢（75歳以上） 

 治療（長期ステロイド薬使用、抗凝
固薬使用） 

 低活動性 

 過度な日光暴露歴（屋外作業・レ
ジャー歴） 

 抗がん剤・分子標的薬治療歴 
 放射線治療歴 
 透析治療歴 
 低栄養状態（脱水含む） 
 認知機能低下 

 乾燥・鱗屑 
 紫斑 
 浮腫 
 水疱 

 ティッシュペーパー様（皮膚が白く
かさかさして薄い状態） 

14項目中1項目でも該当すると 

         個体要因におけるリスクありと考える 



スキンテアの予防 

1. 外力保護ケア 

2. スキンケア 保湿ケアが重要 

3. 栄養管理 

4. 医療・介護メンバー教育 

5. 患者・家族教育 

 

スキンテアのリスクを減らすことが大切 



外力保護ケア 

• 安全な環境の整え 

  ベッド環境：ベッド柵への接触時の外力を緩衝し 

        ベッド柵の隙間から手足が出ないように 

        カバーをする 

  
• 上下肢の保護 

   アームカバーの着用 

   靴下の着用 

   レッグカバーの着用 

 

 

 



外力保護ケア 

• 安全なケア技術 

  体位変換・移動介助 

   ・身体を引きずらずに体位を整える 

   ・四肢ではなく腰や肩を支えながら体位変換する 

   ・身体に接している寝衣、おむつ、寝具、クッショ 

    ンを引っ張らない 

   ・四肢を挙上する際は、つかまず、下から支える 

    よう保持する     



外力保護ケア 

引きずらない、引っ張らない 

   ポジショニンググローブの滑りを利用し 

   持ち上げることなく移動 

     

つかまない 

   四肢の保持の仕方 

 下から支えるように保持    握る、つかむ 



外力保護ケア 
• 安全な医療用具の使用 

医療用テープの使い方 

テープの中心か
ら外側に向かっ
て貼付 

剥離剤を使用し
ながら、ゆっくりと
テープを反転させ
て剥離する 

医療用テープを
剥離しやすくす
るためのつまみ
を作る 



医療用テープの貼り方 

①テープの中央から貼っていく 

②テープをひっぱらないように片方をとめる ③残りの一方もとめる 

ストレスのかからないテープの貼り方が必要 





スキンテアの管理 （創傷管理） 

1. 創と周囲皮膚の観察 

2. 創傷管理 

  1)止血する 

  2)洗浄する 

  3)皮弁を元に戻す 

  4)皮弁がはがれず、創周囲に固着しない 

   ような創傷被覆材を選択する 

  5)創傷部の鎮痛を確認する 

 このキズはとても痛いのです!! 



スキンテアについても今後も目にする機会が増
えてくると思います。 

 

予防法や正しい対処法を知っておくだけでも生
活レベルの向上につながります。 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 


