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褥瘡とは、運動能の低下、知覚低下、骨の突出、浮腫、低栄養、加齢による皮膚の脆弱等が原因と
なって、持続的な圧迫や皮膚の「ずれ」が加わり、皮膚・皮下の循環障害によって生じる皮膚およ
び皮下組織の障害をいい、ついには組織が壊死となる状態をいう。

運動能力の低下する状態、あるいは麻痺を来してくる病態に褥瘡は起こりやすい。
褥瘡を起こしやすい全身的な成因・原因、褥瘡を起こしてくる危険予測因子を示す。

1. 1. 1. 1. 1. 褥瘡とは褥瘡とは褥瘡とは褥瘡とは褥瘡とは

2. 2. 2. 2. 2. 褥瘡を起こしやすい疾患褥瘡を起こしやすい疾患褥瘡を起こしやすい疾患褥瘡を起こしやすい疾患褥瘡を起こしやすい疾患・・・・・危険因子危険因子危険因子危険因子危険因子

＊褥瘡を起こしやすい全身的な成因褥瘡を起こしやすい全身的な成因褥瘡を起こしやすい全身的な成因褥瘡を起こしやすい全身的な成因褥瘡を起こしやすい全身的な成因
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＊褥瘡を起こしてくる危険予測因子褥瘡を起こしてくる危険予測因子褥瘡を起こしてくる危険予測因子褥瘡を起こしてくる危険予測因子褥瘡を起こしてくる危険予測因子

・知覚の状態
・湿潤の程度
・活動程度（臥床か、座位可能かなど）
・可動性（体位を変えられる程度）
・栄養状態
・摩擦とずれを起こす危険性

要因 原因、症状など

全身状態の悪化 感染など抵抗力の低下、脱水状態による。

低栄養状態 全身状態を悪化させる。組織の耐久性を低下させる。

貧血 血清鉄が低下すると褥瘡になりやすい。

浮腫 心・循環器疾患や低蛋白血症などによる。

るいそう（やせ）による骨の突起 突起部分には褥瘡が発生しやすい。

末梢循環障害
血管閉塞性病変などによる。
循環障害のため、潰瘍が生じやすい。また、できた潰瘍は難治
化する。

知覚障害 痛みや温度の変化を感じにくく、外傷や圧迫が加わりやすい。

運動障害
脳血管障害、脊髄損傷、パーキンソン病、神経筋疾患などによ
る。体位調整能力が低下すると長時間圧迫を受けやすくなる。
また、関節の拘縮が起こりやすい。

骨折 
大腿骨骨折などによる。
寝たきりになりやすい。

糖尿病
末梢循環障害を起こしやすい。
下肢の知覚神経障害を伴なうことがある。
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患者に褥瘡が発生する危険があるか、またその要因は何かというリスクアセスメントをする方法
としてスケールを用いると、その程度がわかりやすい。
スケールとして、ブレーデンスケールやノートンスケールなどが用いられている。

　ブレーデンスケール（3ページ参照）は知覚の認知、活動性、可動性、湿潤、栄養、摩擦とず
　　れの6項目で判断する方法である。「摩擦とずれ」は1～3点で採点し、その他の項目は1～4
　　点で採点する。最低6点から最高23点までとなり、点数が低いほど褥瘡発生の危険性が高い。
　褥瘡発生危険点は、比較的看護力の大きい病院では14点、看護力の小さい施設等では17点　

　　を目安にする。採点者によっては誤差が出る可能性があることから、±2点前後の範囲で危険
　　点を考えるとよい。
　ブレーデンスケールの結果を使用したケア基準を4ページに示す。

< POINT >< POINT >< POINT >< POINT >< POINT >
ブレーデンスケールの項目の他に、発熱がある場合や血圧が低下した場合に、褥瘡が発生し
やすいので、注意して観察する。
ブレーデンスケールが危険点以上であっても、1点という項目があったら褥瘡発生の危険性が
高いのでケア方法を考える。

ノートンスケールは最も簡単なスケールである。ブレーデンスケールの使用が難しいときに
は、ノートンスケールを使用するのもよい。12点以下になると、半数の人に褥瘡が発生しやす
いといわれている。しかし、全身状態、精神状態、可動性の項目の採点の区分が抽象的なので
迷う事がある。

     ノートンスケール

3. 3. 3. 3. 3. 褥瘡発生の予測褥瘡発生の予測褥瘡発生の予測褥瘡発生の予測褥瘡発生の予測

(2) ノートンスケール

(1) ブレーデンスケール
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全身状態 精神状態 活動 可動性
（日常生活動作）

失禁 総得点

4 良好 4 明朗 4 自立歩行 4 自由 4 なし
3 普通 3 無気力 3 介助にて歩行 3 軽度制限 3 時々ある

(1日2回以内)
2 不良 2 混乱 2 車椅子使用 2 重度制限 2 尿失禁はある

(1日2回以上)

名前 日付
1 非常に悪い 1 無意識 1 臥床 1 体動不能 1 尿･便ともに失禁

状態
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リスクアセスメント（個々の持つ褥瘡発生要因を査定すること）をするために、その危険性を評点化できる
ブレーデンスケールを使うとその程度が分かりやすい。

【危険点】 病院では14点前後、施設・在宅では17点前後
【採点開始時期】1日のほとんどをﾍﾞｯﾄﾞで過ごすようになった時、寝たきりの状態、つまり可動性、活動性が2点

以下になったら採点をはじめる。
【採点頻度】 急性期は48時間ごと、慢性期は1週間ごと。高齢者は最初の4週間は毎週、その後3カ月に1回。

状態に変化があった時は随時、採点する。
【採点者】 同一看護者が同一の患者を採点する。
【注意点】 皮膚の観察を毎日行う。

患者氏名 評価者氏名 評価年月日

知覚の認知 1.全く知覚なし 2.重度の障害あり 3.軽度の障害あり 4.障害なし
圧迫による不
快感に対して
適切に対応で
きる能力

痛みに対する反応（うめ
く、避ける、つかむ等）
なし。この反応は、意識
レベルの低下や鎮静によ
る。あるいは体のおおよ
そ全体にわたり痛覚の障
害がある。

痛みにのみ反応する。不
快感を伝える時には、う
めくことや身の置き場な
く動くことしかできな
い。あるいは、知覚障害
があり、体の1/2以上にわ
たり痛みや不快感の感じ
方が完全ではない。

呼びかけに反応する。し
かし、不快感や体位変換
のニードを伝えること
が、いつもできるとは限
らない。あるいは、いく
ぶん知覚障害があり、四
肢の1、2本において痛み
や不快感の感じ方が完全
ではない部位がある。

呼びかけに反応する。知
覚欠損はなく、痛みや不
快感を訴えることができ
る。

湿　潤 1.常に湿っている 2.たいてい湿っている 3.時々湿っている 4.めったに湿っていない
皮膚が湿潤に
さらされる程
度

皮膚は汗や尿などのため
に、ほとんどいつも湿っ
ている。患者を移動した
り、体位変換するごとに
湿気が認められる。

皮膚は、いつもではない
がしばしば湿っている。
各勤務時間中に少なくと
も1回は寝衣寝具を交換し
なければならない。

皮膚は時々湿っている。
定期的な交換以外に、1日
1回程度、寝衣寝具を追加
して交換する必要があ
る。

皮膚は通常乾燥してい
る。定期的に寝衣寝具を
交換すればよい。

活動性 1.臥床 2.坐位可能 3.時々歩行可能 4.歩行可能
行動の範囲 寝たきりの状態である。 ほとんど、または全く歩

けない。自力で体重を支
えられなかったり、椅子
や車椅子に座る時は、介
助が必要であったりす
る。

介助の有無にかかわら
ず、日中時々歩くが、非
常に短い距離に限られ
る。各勤務時間中にほと
んどの時間を床上で過ご
す。

起きている間は少なくと
も1日2回は部屋の外を歩
く。そして少なくとも2時
間に1回は室内を歩く。

可動性 1.全く体動なし 2.非常に限られる 3.やや限られる 4.自由に体動する
体位を変えた
り整えたりで
きる能力

介助なしでは、体幹また
は四肢を少しも動かさな
い。

時々体幹または四肢を少
し動かす。しかし、しば
しば自力で動かしたり、
または有効な（圧迫を除
去するような）体動はし
ない。

少しの動きではあるが、
しばしば自力で体幹また
は四肢を動かす。

介助なしで頻回にかつ適
切な（体位を変えるよう
な）体動をする。

栄養状態 1.不良 2.やや不良 3.良好 4.非常に良好
普段の食事摂
取状況

決して全量摂取しない。
めったに出された食事の
1/3以上を食べない。蛋白
質、乳製品は1日2皿（ｶｯ
ﾌﾟ）分以下の摂取であ
る。水分摂取が不足して
いる。消化態栄養剤（半
消化態、経腸栄養剤）の
補充はない。あるいは、
絶食であったり、透明な
流動食（お茶、ｼﾞｭｰｽ等）

めったに全量摂取しな
い。普段は出された食事
の約1/2しか食べない。蛋
白質・乳製品は1日3皿
（ｶｯﾌﾟ）分の摂取であ
る。時々消化態栄養剤
（半消化態、経腸栄養
剤）を摂取することもあ
る。あるいは流動食や経
腸栄養を受けているが、
その量は1日必要摂取量以

たいていは1日3回以上食
事し、1食につき半分以上
は食べる。蛋白質・乳製
品を1日4皿（ｶｯﾌﾟ）分摂
取する。時々食事を拒否
することもあるが、勧め
れば通常捕食する。ある
いは、栄養的におおよそ
整った経管栄養や高ｶﾛﾘｰ
輸液を受けている。

毎日おおよそ食べる。通
常は、蛋白質・乳製品を1
日4皿（ｶｯﾌﾟ）分以上摂取
する。時々間食（おや
つ）を食べる。捕食する
必要はない。

なら摂取したりする。ま
たは、末梢点滴を5日間以
上続けている。

下である。

摩擦とずれ 1.問題あり 2.潜在的に問題あり 3.問題なし
移動のためには、中等度
から最大限の介助を要す
る。ｼｰﾂでこすれずに体を
移動することは不可能で
ある。しばしば床上や椅
子の上でずり落ち、全面
介助で何度も元の位置に
戻すことが必要となる。
痙攣、拘縮、振戦は持続
的に摩擦を引き起こす。

弱々しく動く。または最
小限の介助が必要であ
る。移動時、皮膚はある
程度ｼｰﾂや椅子、抑制帯、
補助具等にこすれている
可能性がある。たいがい
の時間は、椅子や床上で
比較的良い体位を保つこ
とができる。

自力で椅子や床上を動
き、移動中十分に体を支
える筋力を備えている。
いつでも、椅子や床上で
良い体位を保つことがで
きる。

Total＊Copyright:Braden and Bergstrom.1988訳：真田弘美（金沢大学医学部保健学科）/大岡みち子
（North West Community Hospital. IL.U.S.A.）

＜使用方法＞

ブレーデンスケールブレーデンスケールブレーデンスケールブレーデンスケールブレーデンスケール
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①ブレーデンスケールで採点する。
②危険点以下であればケアが必要と判断する。
③ケアは「体圧分散」、「スキンケア」、「栄養状態の整え」に分類する。
④スケールの得点の低い項目順にケアを行う。
⑤どのケアに患者・家族教育が必要か判断する。

日中の大半ベッド上での生活

アセスメント

ブレーデンスケールの使用

知覚認知　　点 可動性　　点 活動性　　点 摩擦・ずれ　　点 湿潤　　点 栄養状態　　点

圧　迫 組織耐久性

体圧分散 スキンケア スキンケア 栄養状態の整え

臥位時
＜体位変換＞
・2時間毎
・側臥位30度
＜用具の使用＞
エアマットレス
・交換マットレス
・上敷マットレス
寝衣、寝具を減らす

坐位時
＜姿勢保持＞
・90度坐位
・車椅子の選択
・プッシュアップ
＜用具の使用＞
・除圧クッション
 （エア、ウレタン、
   水、流動体）

＜摩擦防止＞
皮膚乾燥時
　-親水性ｸﾘｰﾑ
摩擦部位
　-半透過性ﾌｨﾙﾑ
＜ずれ防止＞
圧迫部ﾏｯｻｰｼﾞ禁止
ｷﾞｬｯｼﾞﾍﾞｯﾄﾞ30度以下
ずれないﾍﾞｯﾄﾞ
ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ

＜湿潤対策＞
・清拭-熱い湯禁止、
　　　　弱酸性洗剤
＜失禁対策＞
・おむつ-高吸水ﾎﾟﾘﾏｰ
・ｺﾝﾄﾞｰﾑ型失禁装具
・下痢時-撥水性ｸﾘｰﾑ

-肛門ﾊﾟｳﾁ
・ｼｰﾂの選択

・摂食行動の整え
・半消化態栄養剤
の使用
・蛋白補助食品
の使用

▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼

患者・家族教育

＜ケア方法＞

＜ケア基準＞

ブレーデンスケールの結果に基づく褥瘡ケア基準ブレーデンスケールの結果に基づく褥瘡ケア基準ブレーデンスケールの結果に基づく褥瘡ケア基準ブレーデンスケールの結果に基づく褥瘡ケア基準ブレーデンスケールの結果に基づく褥瘡ケア基準
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3. 3. 3. 3. 3. 褥瘡予防について褥瘡予防について褥瘡予防について褥瘡予防について褥瘡予防について

褥瘡の発生要因・機序を知り、科学的なスケールでアセスメントし、適切なケアを行えば、褥瘡は
防ぐことができる。褥瘡予防の方法は下記に示すように基本的な日常生活の援助である。

　　　　　< POINT >< POINT >< POINT >< POINT >< POINT >
    背骨が曲がっていたり、手足の関節などに拘縮（筋肉がこわばって、関節の動きが鈍くなる）
　　や変形が起きている場合には、それぞれ特有の部位に圧迫が加わり、褥瘡ができやすくなるの
　　で注意が必要。

痛みを感じない患者の場合には、気づかないうちに褥瘡が発生してしまうことがある。褥瘡を予
　防するためには、介護者が皮膚の観察をおろそかにしないことが必要である。体位変換を行う際
に、圧力が加わっていた部位が赤くなっていないかどうか、皮膚をよく観察する。

好発部位：仙骨部、かかと、大転子部（太ももの付け根で大腿骨が出っ張っている部分）
　　　　　＊褥瘡の50% は仙骨部に発生する。

◆あお向けになったとき、最も体重がかかるのは…

　　　　　　
　　　　　　　

頭部　　　　 肩甲骨部　　　　仙骨部　　　　　　　下肢部

 7 %           33%             44%                 16%

褥瘡の原因は圧迫である。特に日本人の褥瘡は顕著な骨突出部位に発生するため、体圧分散法は
褥瘡の予防につながる。

(1) (1) (1) (1) (1) 臥床時臥床時臥床時臥床時臥床時

  (1)-1 体位変換
体位変換は原則として2時間ごとに行う。やむを得ず2時間以上に延ばすときは、下にした骨
　突出部分に反応性充血が見られないことを確認しながら行う。基本は30度側臥位とする。
これにより骨突出部位のない臀筋で体重を支え、接触面積を広げることができ、大転子や腸骨
　にかかる体圧を除く事ができる。

                                            -5-

     ①①①①①          皮膚観察皮膚観察皮膚観察皮膚観察皮膚観察

     ②②②②②          体圧分散体圧分散体圧分散体圧分散体圧分散
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体とベッドの角度を30度にすると

お尻の筋肉で体を支えることができ、

大転子や腸骨への負担が減る。

(1)-2 体圧分散寝具
患者自身で身体の骨突起部分にかかる圧を取り除く能力が低下したときに体圧分散寝具を使用
する。つまり、ブレーデンスケールを使って活動性2点以下で、かつ可動性3点以下の場合に
使用するとよい。
寝具は、10cm以上の厚みと受圧面積の広さが選択の基本となる。体圧分散効果はエア、ウォー
ター、ウレタン、ゲルの順で高いが、やわらかいほど寝返りを打ちにくいので、患者の体位変
換能力を考慮して選択する。骨突出が顕著でない人では圧力散力が優れた二層式エアマットレ
スを勧める。一方、肥満の人には臥床してもマットが潰れない交換ウレタンマットレスを勧め
る。

< POINT >< POINT >< POINT >< POINT >< POINT >
  円座、ドーナツ枕などは接触部に新たな褥瘡を作りかねないので、要注意。

● 3030303030 度側臥位度側臥位度側臥位度側臥位度側臥位

●体位変換スケジュール●体位変換スケジュール●体位変換スケジュール●体位変換スケジュール●体位変換スケジュール：：：：：     2時間おきに体位の変換を行う

30度
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(((((2) 2) 2) 2) 2) 座位時座位時座位時座位時座位時
高齢者は身体に変形や拘縮があるため、座位が安定せず前方にずれ、尾底骨に体重が集中しやす
い。股関節、膝関節、足関節がそれぞれ90度で座る、90度ルールの座位姿勢をとると圧力は臀
部から大腿後面に移動する。大腿後面には骨突起が少なく、かつ臀部より支持面積が広いことか
ら褥瘡が予防できる。
また、体動可能な患者では15分ごとに自分の両腕で上半身を持ち上げ、臀部を浮かせるプッ
シュアップを行うと圧迫を除き、血流を回復させることができる。
自ら90度ルールの座位姿勢を保持できない患者には座位姿勢保持用具（ブーメラン型クッショ
ンなど）を用いるとよい。

●●●●● 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 度ルール度ルール度ルール度ルール度ルール

いすにもたれる姿勢だと、おしりに
体重が集中して褥瘡が起こりやすい。
（三角部分）

オーバーテーブル：テーブル
を設置して腕を支えるように
すると、90度ルールの座位が
保ちやすい。

①股関節 ②膝関節 ③足関節が90度になるように
座ると太ももの後面に体重がかかる。太ももの後面
は骨の出っ張りがなく、おしりより面が広いため、
褥瘡を予防できる。

体圧分散寝具は素材とギャッジアップの角度で選択する。マットレスの素材として
エア、ウォーターでは圧分散力を、ウレタンでは安定面を第一優先と考えたものである。
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●●●●●     体圧分散寝具選択基準体圧分散寝具選択基準体圧分散寝具選択基準体圧分散寝具選択基準体圧分散寝具選択基準

できない (可動性2点以下)

30度まで
薄い 上敷エアマットレス

ギャッジアップ

自力体位変換
ができるか

エア、
ウォーター

　　　　　　
45度以上
厚い

低圧保持上敷圧切替型エアマットレス
交換静止型エアマットレス
二層式エアマットレス
交換ウォーターマットレス

素材の選択

ウレタン

30度まで
薄い 上敷ウレタンマットレス

ギャッジアップ
できる (可動性3点) 45度以上

厚い 交換ウレタンマットレス

厚みの選択
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③③③③③          栄養状態栄養状態栄養状態栄養状態栄養状態
全身状態をよくし、体重減少を防ぐために、基礎疾患との関係を考慮しながら、必要な栄養が
摂取できるようにしなければならない。栄養状態で指標となる項目を示す。

＊全身の栄養状態のアセスメント
必要な摂取カロリーは25～ 30kcal/kg/日程度であり、体の構成成分であるタンパク質は特に
重要で、1.1～ 1.2g/kg/日の摂取が望ましい。
特に前述のように血清アルブミン、血清鉄、血清亜鉛などが不足しないようにバランスのよい
食事が必要で、補足のために半消化態栄養素を使うのもよい。

 < POINT > < POINT > < POINT > < POINT > < POINT >
経口摂取はバイタルパワー
食事の量はもちろんだが、自力で食べようとする人には褥瘡の発生が少ないといわれている。
口から食べることは人が生きる目的の１つであることから、まず患者が経口摂取できるような
関わりをしていくことが必要である。

④④④④④          皮膚の保護皮膚の保護皮膚の保護皮膚の保護皮膚の保護

　　皮膚が湿った状態になったり、皮膚に摩擦やずれが加わったりしないように、皮膚を保護する
　　ことが褥瘡の予防には必要となる。

(1) (1) (1) (1) (1) 湿潤状態からの保護湿潤状態からの保護湿潤状態からの保護湿潤状態からの保護湿潤状態からの保護

皮膚は元々強い組織だが、湿った状態になると、バリアの効果が低下してしまうため、排泄物
　や汗で皮膚がむれないように、湿潤コントロールをする。皮膚は刺激の少ない弱酸性の石鹸で
　よく洗い、背中やおしりなど湿りやすい部分には撥水クリームを塗る。びらんができている場
　合には、ドレッシング剤で保護する。

(1)-1 尿失禁の場合

・尿が逆戻りしない高吸収性ポリマーの入った、皮膚に接触する面は不織布の紙おむつを使用
  する。また、体の動きにフィットしたパンツタイプで、患者のサイズにあったものを使用
  する。
 　・おむつやパッドは何枚も重ねて使用すると通気性が悪くなり、むれの原因となるだけでなく、
　臀部にかかる圧力が高くなるのでなるべく薄くする。
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項目 目安の値 備考
血清アルブミン 最低3.0g/dL以上 アルブミン値が低いほど褥瘡の発生率は高い。

血算
ヘモグロビン値：
11g/dL以上

赤血球数、ヘマトクリット、特にヘモグロビン値の低下は局所
組織への酸素輸送が低下するため褥瘡の発生を招きやすい。

血糖
正常範囲内に
コントロール

高血糖状態で褥瘡ができやすいのは末梢循環障害、易感染性の
ためとされる。もちろん低血糖も循環障害を招きやすい。

血清鉄 80～160μg/dL 低下することで褥瘡ができやすい。

血清亜鉛 70～150μg/dL
亜鉛欠乏により皮膚炎や味覚障害を起こすことがあり褥瘡の原因
となることがある。
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(1)-2 便失禁の場合

 (1)-3 シーツの選択（吸水性・熱放散性から見て）

・どのような体圧分散寝具を使用していても、吸水性のシーツを選択することが大事で
　ある。ラバーシーツは背部・臀部の温度を上げるだけではなく、湿潤の原因となるので
  使用しない。また、失禁用シーツは臀部にのみ使用し背部には敷かない。

(2) (2) (2) (2) (2) 摩擦やずれからの保護摩擦やずれからの保護摩擦やずれからの保護摩擦やずれからの保護摩擦やずれからの保護

　　・体位変換の際に、介護者が一人だと皮膚に摩擦やずれが加わりやすいので、なるべく二人で
　　　行う。一人で行う場合には、背部、腰部、足部とわけて患者の下に手を差し入れ、手前に
　　　寄せてから側臥位の体位に整える。また、体位を整えるときに、寝具のしわにも注意が必要
　　　である。しわは圧迫の原因となる可能性がある。

・骨突起部の保護には半透過性のフィルム(テガダーム等)を使用する。フィルムを使用する
　ことで、直接皮膚を摩擦という外的因子から保護できる。

・皮膚の乾燥を防ぐために、保湿剤(白色ワセリン、ウレパール、ヒルドイド、アズノール軟
膏等)を入浴、全身清拭後に塗布する。また皮膚が寒気にさらされないように注意する。

・骨突起部のマッサージは摩擦と皮膚組織にずれを生じさせるため行わない。

・ギャッジベッドは30度以下とする。30度以上にした場合、体がずり落ち仙骨から尾骨に
　かけてずれが起こり褥瘡が発生する危険性がある。30度以上にあげる場合は体圧分散寝具が
  必要となる。

・べッド座位の場合、完全にアップさせても90度座位になれない。そこで、腰背部にブーメラ
　ン型クッションを入れて、ベッド上でも90度座位になれるよう体位を整える。

・紙おむつは吸水力はあるが表面の不織布が水様便中の残渣により目詰まりして便が皮膚に
付着するだけではなく、皮膚をふやけさせる。そこで水様便に対し吸水力のある布おむつ
を使用することが望ましい。

・肛門周囲にびらんがある場合には、ハイドロコロイドドレッシング材(デュオアクティ
ブ、コムフィール等)や外用剤(油性軟膏、アクトシン軟膏、プロスタンディン軟膏等)を
使用して皮膚に便が付着しないように保護し、かつ治癒を促す。

・尿が臀部や背部に流れると臀部のふやけを認めるので、予防として撥水性クリーム(ユニサル
　ブ等)を使用する。

・収尿器を使用することにより、臀部・背部の湿潤を防ぐことができる。
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・軟便はアルカリ性のために、皮膚に付着し放置しておくと皮膚炎を引き起こす危険性があ
る。予防として、撥水性クリーム(ユニサルブ等)を使用する。

・バスタオルを発汗の多い人の背部・臀部に敷くと皮膚温を上げ、発汗を増加させる。
　さらにバスタオルのしわによる圧迫も加わるのでなるべく使用しない。
　吸水性・熱放散性のある体位変換用マットを使用するとよい。
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～おわりに～
褥瘡は発生してしまうと苦痛が大きく、さらに難治性で入院の長期化にもつながる深刻な問題で
ある。大半の褥瘡は予防できるものであるため、危険因子を減らしながら看護することが必要と
される。

出典：褥瘡の予防・治療ガイドライン (小学館)、きょうの健康 (2000年 8月)、
　　　日本醫事新報 (2001年 1月 20日、9月8日)、medicina (vol.38  no.4  2001)、
　　　医薬ジャーナル (vol.37  no.7  2001)

（（（（（参参参参参考考考考考）））））褥瘡対策未実施減算について

 褥瘡対策未実施減算とは
平成14年4月の診療報酬改定で「減算」の項目が新設された。内容は次の通り。

「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、当該基準に係る区分に従い、当該基準に係る
患者について、次に掲げる点数を各入院基本料(特別入院基本料を含む)、各老人入院基本料(老人
特別入院基本料、老人特定入院基本料を含む)、特定入院料及び老人特定入院料の所定点数から
減算する。」

　イ　入院診療計画未実施減算 (入院中1回) 　  350点
　ロ　院内感染防止対策未実施減算 (1日につき)　 5点
　ハ　医療安全管理体制未整備減算 (1日につき)　10点
ニ　褥瘡対策未実施減算ニ　褥瘡対策未実施減算ニ　褥瘡対策未実施減算ニ　褥瘡対策未実施減算ニ　褥瘡対策未実施減算 (1 (1 (1 (1 (1日につき日につき日につき日につき日につき)))))　　　　　55555点点点点点

☆ハ及びニについては、平成14年10月1日から適用

褥瘡対策未実施減算に係る取り扱いは平成14年9月1日から平成14年 10月16日までの間
に届け出を行う。平成14年10月 16日までに届出書の提出があり、10月31日までに受理が
行われたものについては、10月1日にさかのぼって減算せず入院料を算定することができる。

 褥瘡対策に関する基準
　 対象：全患者
 要件：(1)当該保険医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師、看護婦から構成される褥瘡
　　　　　対策チームが設置されていること。
      (2)当該保険医療機関における日常生活自立度が低い入院患者につき、褥瘡対策に関する
         計画書を作成し、褥瘡対策を実施すること。
      (3)患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用
         する体制が整えられていること。

< POINT >< POINT >< POINT >< POINT >< POINT >
湿潤を避け、清潔に保つためには、入浴・シャワー浴・全身清拭を行う。患者の全身状態が落ち
着いていれば、できるだけ入浴を勧める。入浴・シャワー浴・全身清拭を行うことで皮膚の清潔
を図るばかりでなく、新陳代謝を高め、循環を促進させる働きがある。また寝たきりの状態にあ
る患者に爽快感を与えるなど、心理面においても効果が期待できる。
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