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NPUAP & EPUAP

Pressure Ulcer Prevention & Treatment

Quick Reference Guide日本語訳刊行にあたって

2009年は褥瘡界にとって変革の年であった。日本褥瘡学会が「褥瘡予防・管理ガイドライン」を刊

行し、そしてNPUAPとEPUAPが合同で本ガイドラインを出版した。NPUAPとEPUAPとでは、褥瘡分

類からして見識が異なっており、NPUAPでは「Stage」を、EPUAPでは「Grade」を使用してきた。

共同ガイドラインの作成計画を聞いたとき、その両者を合わせたガイドラインの作成は難しいだろう

というのが正直の感想であった。しかしながら、ドラフトとして公開されたガイドラインを読んでみ

るとその完成度の高さに驚いた。そして、これまでのガイドラインで注目されてこなかった、緩和ケ

アや超肥満患者のケアなど、新たな視点も盛り込まれており、関係者の努力に思いを馳せた。それと

同時に、これら、日本ではまだまだ研究が十分に進んでいない領域を広く知らせるべく、この本の日

本語版が果たす役割も大きいのではないかと考え、㈱ケープの協力の下、本日本語版の作成を進めて

きた。非常に広範な、かつ最新のエビデンスを系統的に集められたこのガイドラインは、日本褥瘡学

会の褥瘡予防・管理ガイドラインとともに、日常診療に当たる臨床家、そして新たなエビデンスを創

作する研究者にとっての珠玉の一冊とするべく、翻訳にあたっては原文に忠実に、そして日本語とし

て理解できるよう、細心の注意を払って行った。

なお、上述した褥瘡分類の問題は、「Category」という言葉を使用することで解決された。本書で

「褥瘡の予防と治療に関する国際ガイドラインを発表するにあたり、国際社会で共通利用できる分類

を作成するのに理想的な機会であると考えた」と述べられている通り、NPUAP、EPUAPの各代表たち

が、世界中の臨床家、研究者、そして患者のために考えに考え抜いた結論がこの用語である。その努

力は並大抵のことではないであろう。こうした一つ一つの努力の積み重ねが本書である。われわれは

このような大作を翻訳できたことを光栄に思っている。

本書が、日常疑問に感じながら行っているケアの指針の一助になれば、これ以上の喜びはない。

日本褥瘡学会　理事長　宮地　良樹
日本創傷・オストミー・失禁管理学会　理事長　真田　弘美
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国際ガイドライン

褥瘡の予防＆治療：クイックリファレンスガイド

©European Pressure Ulcer Advisory Panel 
& 

©National Pressure Ulcer Advisory Panel
2009

「褥瘡の予防＆治療：クイックリファレンスガイド（英語版）」および「Clinical 
Practice Guideline　臨床実践ガイドライン（英語版）」の印刷物の入手先：

National Pressure Ulcer Advisory Panel （www.npuap.org）

日本褥瘡学会
日本創傷・オストミー・失禁管理学会

注記： NPUAP および EPUAP が本ガイドラインの著作権を有する。著作権法により、個人が非営利目的で複製を 1 部
作成することは認められるが、複数の複製を作成することは禁じられている。
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はじめに

この「クイックリファレンスガイド」は、褥瘡の予防と治療に関するエビデンスに基づいたガイド
ラインを要約したものである。本ガイドラインは、ヨーロッパ褥瘡諮問委員会（European Pressure 
Ulcer Advisory Panel；EPUAP）と米国褥瘡諮問委員会（American National Pressure Ulcer Advisory 
Panel；NPUAP）が4年間にわたって共同で取り組み作成されたものである。本ガイドラインのより詳
細を記してあるClinical Practice Guideline（臨床実践ガイドライン）には、入手可能な研究に対して
詳細な分析と考察をおこない、褥瘡に対する常識や知識について厳密に評価しなおした。また、ガイ
ドライン策定に至った手順や、編集者、著者、その他の貢献者への謝辞も記している。この「クイッ
クリファレンスガイド」では、Clinical Practice Guideline（臨床実践ガイドライン）からの抜粋を掲
載しているが、利用者はここに抜粋されている内容のみに依拠してはならない。

英語版の褥瘡予防・治療クイックリファレンスガイドは、NPUAPのウェブサイト（www.npuap.
org）から入手できる。また、「クイックリファレンスガイド」は数カ国語に翻訳されており、翻訳
文書はEPUAPのウェブサイト（www.epuap.org）で入手できる。

この国際共同発行の目標は、世界中の医療従事者が利用できる、エビデンスに基づいた褥瘡の予防
と治療に関する推奨事項を作成することであった。入手可能な研究を特定し評価する際には、系統立
てられた科学的手順を用いた。決定的なエビデンスがない場合は、専門家の意見（多くの場合、間接
的なエビデンスや他のガイドラインにより裏付けられている）を用いて推奨事項を作成した。ガイド
ラインの推奨事項は、6大陸63カ国から登録されている903名の個人と146の学会や団体で利用できる
ようにした。最終的なガイドラインは、入手可能な研究のほか、EPUAP、NPUAPおよび世界中の関係
者によって培われてきた英知に基づいている。

推奨される引用方法

EPUAP及びNPUAPは、本ガイドラインを、国レベル、地域レベルでの利用や応用することを歓迎す
る。ただし、以下のフォーマットを用い、出典について引用文献として提示することを要請する。

European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. 

Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: 

National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.
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本ガイドラインの限界と適切な利用方法

・ガイドラインとは、それぞれの臨床状態に適応する治療・ケアに対して、医療従事者と患者の意思
決定の支援を目的として系統的に作成された文書である。ガイドラインの推奨は、全ての状況に適
応するとは限らない。

・特定の推奨を取り入れる判断は、医療従事者によって、利用可能な資源や個別の患者が示す状況に
応じて行わなければならない。本ガイドラインの内容はいずれも、個別の症例に対する医学的な助
言を含むものではない。

・NPUAPおよびEPUAPは、ガイドラインの作成には厳正な方法を用いているため、推奨を裏付ける研
究は信頼できる正確なものであると考えている。しかしながら、本文書中で言及している個々の研
究の信頼性と正確性を保証するものではない。

・本ガイドラインおよびここに記載されている推奨はいずれも、教育と情報提供のみを目的としてい
る。

・本ガイドラインに記載されている情報は、出版の時点で正確であったものである。研究や技術の変
化は速く、今後の進展によっては、本ガイドラインに記載されている推奨が矛盾してくる可能性が
ある。医療従事者は、現場での意思決定に影響しうる研究や技術の発展に対して、実用的な知識を
維持する責任がある。

・本ガイドラインでは製品の一般名を提示している。本ガイドラインの内容はいずれも、特定の製品
の支持を意図するものではない。

・本ガイドラインの内容はいずれも、医療のコード規格や診療報酬に関する助言を意図するものでは
ない。

本クイックリファレンスガイドには元となる文献およびその詳細な情報は記載されていません。
それらに関してはClinical Practice Guideline （臨床実践ガイドライン）を参照する必要がありま
す。Clinical Practice Guideline（臨床実践ガイドライン）はNPUAPのウェブサイトから入手でき
ます。www.npuap.org
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目的と範囲

この国際共同発行の全体的目的は、世界中の医療従事者が利用できる、褥瘡の予防と治療に関する
エビデンスに基づいた推奨を作成することであった。NPUAP、EPUAP それぞれの代表者からなる共
同ガイドライン策定グループがガイドライン策定のプロセスを計画し、策定された文書をすべてレ
ビューした。ただし、作業を簡素化するため、褥瘡の予防に関する推奨については EPUAP が主導し、
褥瘡の治療に関する推奨については NPUAP が主導した。

予防に関する推奨の目的は、褥瘡の発生を予防するためのエビデンスに基づくケアの指針を示すこ
とである。予防に関する推奨は、褥瘡が発生しやすい全年齢層の全ての患者に適用される。本ガイド
ラインは、入院、長期療養施設、在宅介護などの環境を問わず、また診断結果や医療ニーズにかかわ
らず、褥瘡発生のリスクのある患者および脆弱な者のケアにかかわっている医療従事者によって利用
されるのを目的としている。また、患者や介護者に対して、利用できる予防対策の指針を示すうえで
も利用できる。

方法

本ガイドラインの作成には、厳密で明確な科学的手順を用いた。（より詳細な説明は Clinical 
Practice Guideline（臨床実践ガイドライン）を参照。）すべてのエビデンスとなる資料の質を検討した。
それぞれの研究は、研究デザインと研究の質によって分類した（表 1 参照）。各推奨を裏付ける蓄積
された多くのエビデンスを精査し、表 2 の基準を用いて「エビデンスの強さ」の分類を割り当てた。

表 1．個別の研究のエビデンスのレベル

レベル

1 結果が明瞭な（かつ間違う危険率が低い）大規模ランダム化比較試験

2 結果が確かでなく（かつ間違う危険率が中程度～高い）小規模ランダム化比較試験

3 同時対照または同時期対照を用いた非ランダム化比較試験

4 過去の臨床試験からの対照群を用いた非ランダム化比較試験

5 対照群のない症例報告。被験者数を特定する。

Sackett, 1989 より改変。ガイドライン策定の方法論に関する詳解は Clinical Practice Guideline（臨床実践ガイドライン）を参照。
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表 2．各推奨のエビデンスの強さ

エビデンスの強さ

A 適切にデザインされ実施された、ヒト（または褥瘡のリスクのあるヒト）を対象とした褥瘡に
関する比較対照試験から、ガイドラインの記述に一致し、裏付けとなる統計解析結果が示され、
得られた直接的な科学的エビデンスによって裏付けられた推奨。（レベル 1 の試験が必要）。

B 適切にデザインされ実施された、ヒト（または褥瘡のリスクのあるヒト）を対象とした褥瘡に
関する症例報告から、推奨に一致し裏付けとなる統計解析結果が示され、得られた直接的な科
学的エビデンスによって裏付けられた推奨。（レベル 2、3、4、5 の試験が必要）。

C 間接的なエビデンス（健常なヒトを対象とする試験、他の種類の慢性創傷を有するヒトを対象
とする試験、動物モデルを用いた試験など）やエキスパートオピニオンにより裏付けられた推
奨。

この「Clinical Practice Guideline（臨床実践ガイドライン）」は、現時点での研究に基づいており、将来、
新たなエビデンスが発表された時点で改訂する必要がある。今後の研究ではエビデンスがない領域や
エビデンスが弱い領域に焦点を合わせていく必要がある。 

褥瘡の国際分類法の作成

NPUAP と EPUAP はガイドライン作成プロセスの一環として、褥瘡の共通の国際的定義と国際分類
法を作成した。過去数年間にわたって 2 団体のメンバーは、NPUAP と EPUAP のグレード / ステージ
分類の多くの類似性について継続して検討してきた。我々は、褥瘡の予防と治療に関する国際ガイド
ラインを発表するにあたり、これを国際社会で共通利用できる分類を作成するのに理想的な機会であ
ると考えた。

ステージ / グレード分類は I から始まり III もしくは IV へと進行すると思われるが、必ずしもそうな
るわけではない。ステージまたはグレードに代わる共通の用語を見出そうとしたが、見出せなかった
ため、「ステージ」または「グレード」に代わる中立的な用語として「カテゴリ」が提案された。他
の用語に慣れた者には違和感があるものの、「カテゴリ」は階層を示さないので、「I から IV への進行」
や「IV から I への治癒」という誤った認識から開放されるという利点がある。

「ステージ」および「グレード」という用語に慣れていることは認識しており、どの用語であれ （ ス
テージ、グレード、カテゴリなど ）、最も明解で分かりやすい用語を使用することを提案する。しかし、
この共同発行の最大の利点は、それぞれの団体が「ステージ」「グレード」「カテゴリ」のいずれの用
語で分類したとしても、褥瘡の実際の定義と皮膚 - 組織損傷のレベルが同じである点であると考える。

われわれは、皮膚組織損傷のレベルを 4 つにすることで合意した。「分類不能 / 判定不能」および「深
部損傷褥瘡」はヨーロッパでは一般に「IV」に分類されることを考慮し、NPUAP はガイドラインの文
中にこれらを別記することに合意した。この違いはデータを国際比較する際に残される問題である。
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NPUAP-EPUAPによる褥瘡の国際的定義

褥瘡とは、圧迫や圧迫とずれが組み合わさった結果、骨突出部の皮膚や皮下組織に限局して生じた
損傷。多くの介在要因や増悪因子も褥瘡と関連付けられているが、それらの因子の重要性はまだ解明
されていない。

カテゴリ / ステージ I：消退しない発赤

通常骨突出部に限局された領域に消退しない発赤を伴う損傷のない皮膚。色素の濃い皮膚には明白
なる消退は起こらないが、周囲の皮膚と色が異なることがある。周囲の組織と比較して疼痛を伴い、
硬い、柔らかい、熱感や冷感があるなどの場合がある。カテゴリ I は皮膚の色素が濃い患者では発見
が困難なことがある。「リスクのある」患者とみなされる可能性がある。

カテゴリ / ステージ II：部分欠損

黄色壊死組織（スラフ）を伴わない、創底が薄赤色の浅い潰瘍として現れる真皮の部分層欠損。皮
蓋が破れていないもしくは開放 / 破裂した、血清または漿液で満たされた水疱を呈することもある。
スラフまたは皮下出血 * を伴なわず、光沢や乾燥した浅い潰瘍を呈する。このカテゴリを、皮膚裂傷、
テープによる皮膚炎、失禁関連皮膚炎、浸軟、表皮剥離の表現に用いるべきではない。

＊皮下出血は深部組織損傷を示す。

カテゴリ / ステージ III：全層皮膚欠損

全層組織欠損。皮下脂肪は視認できるが、骨、腱、筋肉は露出していない。組織欠損の深度が分か
らなくなるほどではないがスラフが付着していることがある。ポケットや瘻孔が存在することもある。
カテゴリ / ステージ III の褥瘡の深さは、解剖学的位置によりさまざまである。鼻梁部、耳介部、後頭部、
踝部には皮下（脂肪）組織がなく、カテゴリ / ステージ III の褥瘡は浅くなる可能性がある。反対に脂
肪層が厚い部位では、カテゴリ / ステージ III の非常に深い褥瘡が生じる可能性がある。骨 / 腱は視認
できず、直接触知できない。

カテゴリ / ステージ IV：全層組織欠損

骨、腱、筋肉の露出を伴う全層組織欠損。スラフまたはエスカー（黒色壊死組織）が付着している
ことがある。ポケットや瘻孔を伴うことが多い。カテゴリ / ステージ IV の褥瘡の深さは解剖学的位置
によりさまざまである。鼻梁部、耳介部、後頭部、踝部には皮下（脂肪）組織がなく、カテゴリ / ステー
ジ IV の褥瘡は浅くなる可能性がある。反対に脂肪層が厚い部位では、カテゴリ / ステージ IV の非常
に深い褥瘡が生じることがある。カテゴリ / ステージ IV の褥瘡は筋肉や支持組織（筋膜、腱、関節包
など）に及び、骨髄炎や骨炎を生じやすくすることもある。骨 / 筋肉が露出し、視認することや直接
触知することができる。
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米国向けの追加のカテゴリ

分類不能：皮膚または組織の全層欠損―深さ不明

創底にスラフ（黄色、黄褐色、灰色、緑色または茶色）やエスカー（黄褐色、茶色または黒色）が付着し、
潰瘍の実際の深さが全く分からなくなっている全層組織欠損。スラフやエスカーを十分に除去して創
底を露出させない限り、正確な深達度は判定できないが、カテゴリ / ステージ III もしくは IV の創である。
踵に付着した、安定した（発赤や波動がなく、乾燥し、固着し、損傷が無い）エスカーは「天然の（生
体の）創保護」の役割を果たすので除去すべきではない。

深部組織損傷疑い―深さ不明

圧力やせん断力によって生じた皮下軟部組織が損傷に起因する、限局性の紫色または栗色の皮膚変
色または血疱。隣接する組織と比べ、疼痛、硬結、脆弱、浸潤性で熱感または冷感などの所見が先行
して認められる場合がある。深部組織損傷は、皮膚の色素が濃い患者では発見が困難なことがある。
進行すると暗色の創底に薄い水疱ができることがある。創がさらに進行すると、薄いエスカーで覆わ
れることもある。適切な治療を行っても進行は速く、適切な治療を行っても更に深い組織が露出する
こともある。
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褥瘡の予防に関する推奨

リスクアセスメント

近年、疫学研究が大幅に増え、褥瘡発生において重要な危険因子の理解を深めることができるよう

になってきている。本文書はリスクアセスメントの実践を根拠付けるものとなるはずである。ただし、

こうした疫学研究の結果は、多変量モデルにどの危険因子が含められているかにより異なってくるた

め、慎重に解釈しなければならない。

リスクアセスメントの方針

 1 ．すべての医療現場においてリスクアセスメントの方針を確立する。（エビデンスの強さ＝ C）
各医療機関は、下記の項目に関する明確な推奨を含んだ方針を整備すべきである。

・その施設に合ったリスクアセスメントの構造的アプローチ、・対象とする臨床領域、

・リスクアセスメントと再評価の時期、・リスクアセスメントの記録、

・他の医療チームへの情報の伝達

 2 ．正確で信頼性の高いリスクアセスメントを行う方法を医療従事者に教育する。（エビデンスの
強さ＝ B）

 3 ．リスクアセスメントをすべて記録する。（エビデンスの強さ＝ C）
リスクアセスメントの記録により、多職種チームのコミュニケーションが確実にとれ、ケア

計画が適切であることを示す証拠が得られ、それぞれの患者の経過をモニタリングする基準と

なる。

リスクアセスメントの実践

 4 ．リスクアセスメントのための構造的アプローチを用いて褥瘡発生のリスクのある患者を同定す
る。（エビデンスの強さ＝ C）

構造的アプローチは、リスクアセスメント・スケールを、包括的皮膚アセスメントおよび臨

床的判断と組み合わせて用いることによって達成できる。これらの要素を導入し、併せてスキ

ンケアチーム、教育プログラム、ケア手順を確立することで、褥瘡の発生率を低下できること

がエビデンスから示唆されている。
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 5 ．活動性および可動性の評価を含むリスクアセスメントを計画的に行う。（エビデンスの強さ＝ C）

5.1．寝たきりや車いす生活の患者は褥瘡発生のリスクがあるとみなす。

 6．損傷していない皮膚に何らかの変化がないか評価する、包括的皮膚アセスメントを含む、リス
クアセスメントの構造的アプローチを用いる。（エビデンスの強さ＝ C）

6.1．損傷のない皮膚に変化が生じた患者は褥瘡発生のリスクがあるとみなす。
皮膚状態の変化とは、乾燥皮膚、発赤などの変化が含まれるだろう。消退しない発赤が

ある場合もさらなる褥瘡発生のリスクが上昇する。

 7．重要なリスク因子の知識に基づく臨床的判断により洗練された、リスクアセスメントを計画的
に行う。（エビデンスの強さ＝ C）

 8．個々の患者の褥瘡発生リスクに、以下の因子が及ぼす影響を検討する：
a）栄養指標

栄養指標には貧血、ヘモグロビン値、血清アルブミン値、栄養摂取量、体重などがあ

る。

b）血液灌流および酸素化に影響する因子
血液灌流に影響する因子としては糖尿病、心血管の不安定性／ノルエピネフリンの使

用、低血圧、ABI（足関節・上腕血圧比）、酸素使用の有無などがある。

c）皮膚の水分量
皮膚の乾燥も過度の湿潤もいずれも危険因子である（「皮膚のアセスメント」を参照）。

d）加齢

 9 ．褥瘡発生のリスクのある患者に、以下の因子が及ぼす影響のある可能性を検討する：
a）摩擦とずれ（ブレーデンスケールの下位項目）
b）知覚の認知（ブレーデンスケールの下位項目）
c）全身的健康状態
d）体温

10．入院時に構造的リスクアセスメントを実施し、患者の状態によって必要な頻度で定期的に再評
価を行う。患者の状態に何らかの変化が生じた場合も再評価を行うべきである。（エビデンス
の強さ＝ C）
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11．褥瘡発生のリスクがあると判定された患者には予防計画を立案し実施する。（エビデンスの強
さ＝ C）

リスクアセスメントで危険因子が確認されたら、その影響を最小限にとどめるため、それぞ

れの患者に合わせたケア計画を実施すべきである。
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皮膚のアセスメント

皮膚のアセスメント

 1 ．完全な皮膚のアセスメントを、すべての医療機関でリスクアセスメント・スクリーニングに含
める。（エビデンスの強さ＝ C）

各医療機関でその医療現場にあった皮膚のアセスメントの構造的アプローチのほか、対象と

する臨床領域および評価/再評価の時期に関しての提言を規定した方針を整備すべきである。

そのなかで、皮膚のアセスメントの記録およびより多くの医療チームへの情報伝達に関して明

確な提言を行うべきである。

 2 ．発赤の消退反応、局所熱感、浮腫、硬結（硬くなっていること）の同定方法を含む、総合的な
皮膚のアセスメント技術を医療従事者に教育する。（エビデンスの強さ＝ B）

これらの追加のアセスメント技術はすべての患者のケアに利用できる。ただし、皮膚の色素

が濃い患者では、発赤のある領域が見分けにくいため、カテゴリIの褥瘡が十分に発見されない

というエビデンスがある。

 3 ．褥瘡発生のリスクがあると確認された患者に対しては、発赤の徴候がないか定期的に皮膚を観
察する。全身状態の悪化が認められる場合は、それに応じて観察の頻度を上げる必要があるだ
ろう。（エビデンスの強さ＝ B）

圧迫による損傷の初期徴候を発見するには、継続的な皮膚のアセスメントが必要である。

 4 ． 皮膚の色素が濃い患者の場合は特に、皮膚の観察には局所熱感、浮腫、硬結（硬くなっている
こと）のアセスメントを含むべきである。（エビデンスの強さ＝ C）

局所熱感、浮腫、硬結はすべて、褥瘡の発生を警告する徴候であることがわかっている。色

素の濃い皮膚では発赤の徴候を必ず確認できるとは限らないため、評価においては、このよう

な発赤以外の徴候を考慮すべきである。

 5 ．圧力による損傷の可能性がある不快感や疼痛があれば特定するように患者に聞く。（エビデン
スの強さ＝ C）

多くの研究において、疼痛は褥瘡を保有する患者の主要な因子であることが確認されてい

る。また、組織損傷の前駆症状としてその部位の疼痛がみられることを示唆する研究もいくつ

かある。
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 6 ．医療機器による圧迫で損傷が生じていないか皮膚を観察する。（エビデンスの強さ＝ C）
さまざまな種類の医療機器が、圧力による損傷の原因となっていることが報告されている

（カテーテル、酸素チューブ、人工呼吸器チューブ、頸椎固定カラーなど）。

 7 ．皮膚アセスメントを行った内容をすべて記録し、圧力による損傷に関連する可能性のある疼痛
があれば詳細に記述する。（エビデンスの強さ＝ C）

患者の経過をモニタリングし、医療従事者間の情報伝達を支援するには正確な記録が不可欠

である。

スキンケア

 8 ．患者の体位変換をする際は、できるかぎり、圧迫がかかって生じた発赤のある部位を下にしな
いようにする。（エビデンスの強さ＝ C）

発赤は過去に加わった負荷から身体が回復していない状態で、しばらくのあいだ負荷が再び

かからないようにする必要があることを示す（Clinical Practice Guideline （臨床実践ガイドラ
イン）＂The Etiology of Pressure Ulcers”を参照）。

 9 ．褥瘡予防の目的でマッサージを行ってはならない。（エビデンスの強さ＝ B）
急性炎症がある場合および血管損傷や皮膚が脆弱になっている可能性がある場合、マッサー

ジは禁忌である。褥瘡予防の方法にマッサージは推奨できない。

10．褥瘡発生のリスクがある皮膚を強くこすってはならない。（エビデンスの強さ＝ C）
虚弱な高齢者では特に皮膚に摩擦をかけると、疼痛を生じるだけでなく軽度の組織損傷を生

じたり炎症反応を引き起こしたりする可能性がある。

11．乾燥した皮膚には皮膚軟化剤（エモリエント）を用いて水分を与え、皮膚損傷のリスクを軽減
する。（エビデンスの強さ＝ B）

乾燥した皮膚は褥瘡発生の重要な、独立した危険因子であると考えられる。

12．圧迫による損傷のリスクを軽減するために、皮膚保護剤を用いて過度な湿潤から皮膚を保護す
る。（エビデンスの強さ＝ C）

角層の物理的性質は、水分の存在と温度に応じて変化する。
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褥瘡予防のための栄養管理

一般的推奨事項

 1 ．各医療機関において、褥瘡のリスクのある患者全員に栄養状態のスクリーニングとアセスメン
トを行う。

栄養低下は褥瘡発生の可逆的リスク因子であるため、低栄養を早期に発見して管理すること

は非常に重要である。褥瘡発生のリスクのある患者は、低栄養のリスクもある可能性があるた

め、栄養状態のスクリーニングをすべきである。

1.1．迅速かつ簡単に利用でき、患者にも医療従事者にも受け入れられる、妥当性、信頼性が
高く実用的な栄養スクリーニングツールを用いる。

1.2．すべての医療機関に応じた栄養スクリーニング方針を整備し、推奨されるスクリーニン
グの実施頻度も同時に定める。

 2 ．低栄養リスクと褥瘡発生リスクのある患者は管理栄養士に紹介する。必要に応じて、管理栄養士、
栄養に特化した看護師、医師、言語聴覚士、作業療法士、必要に応じ歯科医師を含む、栄養サポー
トチームにも紹介する。

栄養スクリーニングにより褥瘡が生じやすいこと、栄養不良や、そのリスクがあることなど

が確認された患者には、管理栄養士または栄養サポートチームによって包括的栄養アセスメン

トを実施すべきである。低栄養リスクと褥瘡の発生リスクがある患者には栄養サポートを行う

べきである。

2.1．低栄養リスクと褥瘡発生リスクのある患者に対し、栄養管理サイクルに従って栄養サ
ポートを行う。この際、以下のことを含めるべきである：
・栄養状態のアセスメント
・栄養所要量の算出
・算出した栄養所要量と栄養摂取量の比較
・適切な栄養補給方法による適切な栄養介入の実施
・患者にリスクがある間は頻回に栄養状態の再アセスメントを行い、栄養管理の結果の

モニタリングと評価を実施する。
（エビデンスの強さ＝C）

疾患の経過によっては異なる栄養摂取方法で管理を行う必要がある場合もある。

2.2．低栄養リスクまたは栄養状態に問題があり、褥瘡発生のリスクがある患者の経腸栄養お
よび水分補給に関しては、適正かつエビデンスに基づいたガイドラインに従う。

2.3．栄養低下リスクと褥瘡発生リスクのある患者には、カロリーを30-35kcal/kg/day、たん
ぱく質を1.25-1.5g/kg/day、水分1ml/kcal/dayを提供する
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特異的な推奨事項

 1 ．急性疾患もしくは慢性疾患、または外科的施術後であるために栄養低下リスクと褥瘡発生リス
クがある患者には、通常食に加えて、たんぱく質が付加された経口栄養補助食品や経管栄養を
提供する。（エビデンスの強さ＝ A）

経口栄養（通常の栄養補給方法もしくは、追加の流動食による）が栄養補給経路として望ま

しく、できる限り志向されるべきである。褥瘡が生じやすい患者の多くは、通常食を経口か

ら摂取しても栄養所要量を満たすことができないため、経口栄養補助食品は有用である。さら

に、経口栄養補助食品の摂取をした場合、通常の食事摂取をした場合と比較して褥瘡発生率の

有意な低下との関連がみられる。

経口栄養が不十分あるいは不可能な場合は、患者の状態やゴールに応じて経腸栄養（経管栄

養）および経静脈栄養（消化管以外からの投与）が必要なことがある。

1.1．通常の食事時間に摂取する通常食と水分の量が減らないように、経口栄養補助食品
（ONS）や経管栄養（TF）は食間に投与する。（エビデンスの強さ＝C）
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褥瘡予防のための体位変換

体位変換

 1 ．リスクのある患者全員に対して、体位変換の実施を検討すべきである。

1.1．身体の脆弱な部位に圧力がかかる時間を短縮し、圧力による負荷の程度を軽減するため
に体位変換を実施すべきである。（エビデンスの強さ＝A）

骨突出部にかかる短時間の強い圧力も、長時間の弱い圧力も、同様に組織損傷を来

す。褥瘡発生のリスクを軽減するには、圧力がかかる時間を短縮し、負荷の程度を軽減

することが重要である。

1.2．褥瘡予防計画として体位変換を実施する際には、患者の状態と使用している体圧分散
マットレスを考慮しなければならない。（エビデンスの強さ＝C）

体位変換の頻度

 2 ．体位変換の頻度は、患者（エビデンスの強さ＝ C）および使用している体圧分散マットレス（エ
ビデンスの強さ＝ A）によって変化する。

2.1．体位変換の頻度は、患者の組織耐久性や活動性および可動性のレベル、全身状態、治療
の目的、皮膚の状態のアセスメントによって決定する。（エビデンスの強さ＝C）

2.2．患者の皮膚状態およびどうしたら快適かを評価する。体位変換計画で期待どおりの反応
が得られない場合は、体位変換の頻度と方法を再検討する。（エビデンスの強さ＝C）

2.3．体位変換の頻度は、使用されている体圧分散マットレスに応じて決定すべきである。
（エビデンスの強さ＝A）

粘弾性（低反発）フォームマットレスを使用している場合よりも、体圧分散機能の無

いマットレスを使用している場合のほうが、体位変換の頻度を高くすべきである。体位

変換の頻度は、体圧分散マットレスの体圧分散の質に応じて決めるべきである。

体位変換法

 3 ．体位変換は患者の安楽、尊厳、身体機能に影響する。（エビデンスの強さ＝ C）

3.1．体位変換は、圧力の軽減あるいは分散されるように行う。（エビデンスの強さ＝C）

3.2．皮膚に圧力やせん断力が加わらないようにする。（エビデンスの強さ＝C）

3.3．移動補助具を用いて摩擦およびずれを軽減する。体位変換時には患者を引きずらずに持
ち上げる。（エビデンスの強さ＝C）
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3.4．チューブやドレーンなどの医療機器の上に直接患者が乗る体位を避ける。（エビデンス
の強さ＝C）

3.5．消退しない発赤がある骨突出部が下になるような体位を避ける。（エビデンスの強さ＝
C）

3.6．患者が耐えられて、症状に問題がない場合、30°側臥位（右側、仰臥位、左側を交互
に）または腹臥位を用いて体位を変換すべきである。90°側臥位や半座位など、圧力が
増大する体位を避ける。（エビデンスの強さ＝C）

3.7．ベッド上で座位を取る必要がある場合は、仙骨や尾骨に圧力とずれが加わる、頭側挙上
や前かがみの体位を避ける。（エビデンスの強さ＝C）

座位をとる患者の体位変換

 4 ．患者の最大活動範囲を維持できるような体位にする。（エビデンスの強さ＝ C）
これは複雑なプロセスとなることがある。たとえば、後ろに傾いたアームチェアの場合、体

圧分散の観点からフットレストを用いることが踵部の圧迫を除くには適していると考えられる

が、椅子への移動および椅子からの移動には妨げとなる。

4.1．患者に受け入れられ、皮膚および軟部組織にかかる圧力とずれの影響を最小限に抑える
体位を選択する。（エビデンスの強さ＝C）

4.2．患者の足が床に届かない場合は、足台やフットレストに足を載せる。（エビデンスの強
さ＝C）

足が床に着いていないと、椅子から体が前方に滑り落ちてしまう。フットレストの高

さを調節して、大腿を水平よりもわずかに低くして骨盤をわずかに前屈させるような体

位にする。

4.3．除圧を行わずに患者が椅子に座って過ごす時間を制限する。（エビデンスの強さ＝B）
椅子上の座位では、体重によって坐骨結節部へ最も大きな圧力を生じる。そのような

場合、負荷のかかる面積は小さいため、圧力が高く、除圧しないと急速に褥瘡が生じ

る。

体位変換の記録 

 5 ．計画時に採用した体位変換の頻度や体位を明記し、結果の評価も記載する。（エビデンスの強
さ＝ C）
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体位変換の教育とトレーニング

 6 ．患者および重要他者（参加可能な場合）を含め、褥瘡発生のリスクのある患者のケアにかかわ
るすべての人に対し、褥瘡予防における体位変換の意義について教育すべきである。（エビデ
ンスの強さ＝ C）

6.1．患者およびキーパーソン（参加可能かつ適切な場合）を含め、褥瘡発生のリスクのある
患者のケアにかかわるすべての人に対し、正しい体位変換方法および器具の使用方法の
トレーニングを行うべきである。（エビデンスの強さ＝C）
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体圧分散用具

 1 ．概論

1.1．褥瘡発生リスクのある患者の予防ケアは、リスクがある間は継続的して行うべきであ
る。（エビデンスの強さ＝C）

1.2．体圧分散マットレスの選択は、認識した褥瘡発生リスクのレベルやすでに存在する褥瘡
のカテゴリ/ステージだけに基づいて選択しない。（エビデンスの強さ＝C）

適切な体圧分散マットレスの選択には、ベッド上での可動性のレベル、快適性、ベッ

ド内の温度・湿度の調整の必要性、ケア提供の場所や環境などの因子を考慮すべきであ

る。

1.3．ケア環境に適した体圧分散マットレスを選択する。（エビデンスの強さ＝C）
すべての体圧分散マットレスがあらゆるケア環境に適しているわけではない。在宅で

体圧分散マットレスを使用する場合、ベッドの重量、家の構造、ドアの幅、無停電電源

装置の有無、モーターの熱を換気する能力などを考慮する必要がある。

1.4．患者に接するたびに、体圧分散マットレスが適切に働いているか、機能の点検を行う。
（エビデンスの強さ＝C）

1.5．体圧分散マットレスを使用する前に、使用される製品が製造者の推奨する試験法（また
は業界内で認められているその他の試験法）による耐用年数内にあることを確認する。
（エビデンスの強さ＝C）

 2 ．褥瘡予防におけるマットレスおよびベッドの使用

2.1．褥瘡発生のリスクがあると評価された患者全員に、標準マットレスではなく、高仕様の
フォームマットレスを使用する。（エビデンスの強さ＝A）

高仕様のフォームマットレスは、標準フォームマットレスよりも褥瘡予防に有効であ

ると考えられる。

2.2．各種の高仕様のフォームマットレス間での優劣に関するエビデンスはない。（エビデン
スの強さ＝A）

各種の高仕様のフォームマットレス間で有効性に明らかな差はないと考えられる。

2.3．褥瘡発生のリスクが高く、手動での体位変換が頻回に行えない患者には、電動のマット
レス（上敷きもしくは交換マットレス）を使用する。（エビデンスの強さ＝B）

高いリスクのある患者に対し、手動での体位変換が不可能な場合は、圧分散機能のあ

る電動のマットレスが必要である。
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2.4．電動の圧切替型マットレスでは、上敷きと交換型では褥瘡発生率に関して有効性は同等
である。（エビデンスの強さ＝A）

2.5．セルの小さい圧切替型エアマットレス（交換および上敷きマットレス）を使用しない。
（エビデンスの強さ＝C）

エアセルの小さい（直径10 cm未満）圧切替型エアマットレスでは、収縮したエアセル

にかかる圧力を分散できるほど十分な膨張が得られない。この問題を解決するために、

内部センサーを利用したモデルを現在開発中である。

訳注）　もとになった研究は1966年に発表された研究である。直径5cmと15cmのエア

セルを持つ波型マットレスを用いて比較した結果、直径5cmのマットレスの方

が褥瘡の発生率が高かった。「開発中」と書かれている内部センサーを用いた

マットレスは、現時点で本邦では標準的に製品に利用されている。

2.6．褥瘡発生のリスクのある患者全員に対し、可能な限り継続的に体位変換を行う。（エビ
デンスの強さ＝C）

 3 ．踵部の褥瘡予防のための体圧分散用具の利用

3.1．踵部がベッド表面に接さないようにする。（エビデンスの強さ＝C）

3.2．踵部保護器具は、下肢全体の重さをアキレス腱だけにかけず、ふくらはぎ全体に分散さ
せるように踵部を完全に持ち上げる（圧力がかからないようにする）ものを用いるべき
である。膝はわずかに屈曲させるべきである。（エビデンスの強さ＝C）

膝の過伸展は膝窩静脈の閉塞の原因となることがあり、そのために深部静脈血栓症が

起こりやすくなる可能性がある。

3.3．踵部が持ち上がる（「浮く」）ようにふくらはぎの下にクッションをあてる。（エビデ
ンスの強さ＝B）

ふくらはぎの下にクッションを使用すると、踵部をマットレスから浮かせる事ができ

る。

3.4．踵部の皮膚を定期的に観察する。（エビデンスの強さ＝C）
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 4 ．座位時における褥瘡予防のための体圧分散クッションの利用

4.1．可動性が低下しているため褥瘡発生のリスクがある患者が椅子で座位をとる場合、体圧
分散クッションを用いる。（エビデンスの強さ＝B）

複数の研究で、体圧分散クッションを使用することで褥瘡発生を予防できることが示

されている。

4.2．除圧せずに患者が椅子に座って過ごす時間を制限する。（エビデンスの強さ＝B）

4.3．脊髄損傷患者には特に注意を払う。（エビデンスの強さ＝C）

 5 ．褥瘡予防におけるその他の体圧分散用具の利用

5.1．合成素材のムートンパッド、ドーナッツ型の用具（切込みがあるものも含む）、水を入
れた手袋などの使用を避ける。（エビデンスの強さ＝C）

5.2．天然ムートンパッドは褥瘡予防に役立つ可能性がある。（エビデンスの強さ＝B）
天然ムートンをマットレスの上に用いると褥瘡予防に役立つ可能性があるとする研究

もある。
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特定集団：手術室の患者

 1 ．褥瘡発生の可能性やリスクを上昇させる以下の因子を検討し、手術を受ける患者のリスクアセ
スメントをきめ細かく行う。
a）手術時間
b）手術中の低血圧状態の頻発
c）手術中の深部体温の低下
d）術後1日目の可動性の低下

 2 ．褥瘡発生のリスクがあることが確認されている患者全てに対して、手術台に体圧分散マットレ
スを用いる。（エビデンスの強さ＝ B）

体圧分散効果のある手術室用の体圧分散マットレスが数種類開発されている。

 3 ．手術中の患者は、褥瘡発生のリスクを軽減するような体位にする。（エビデンスの強さ＝ C）

 4 ．下肢全体の重さをアキレス腱だけにかけず、ふくらはぎ全体に分散させるように踵を完全に持
ち上げる（圧力がかからないようにする）べきである。また、膝はわずかに屈曲させるべきで
ある。（エビデンスの強さ＝ C）

膝の過伸展は膝窩静脈の閉塞の原因となることがあり、深部静脈血栓症が起こりやすくなる

可能性がある。

 5 ．術前術後の体圧分散に注意を払う。（エビデンスの強さ＝ C）
a）術前術後とも患者に体圧分散マットレスを使用する。（エビデンスの強さ＝C）
b）術前・術後は、手術中の体位とは違う体位にする。（エビデンスの強さ＝C） 
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