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研究要旨
急速に進む高齢化社会を背景に在宅医療が推進される現状において褥瘡対策は重要な課題であ
る。我々は褥瘡対策の問題点を臨床現場の視点から以下の二つに集約できると考えてきた。1）高
齢者における皮膚の物理学的性質や様々な体位の制限から生じる創面が受ける外力を軽減できて
いない。2）高齢者に相応しい外用治療に関する知見が十分でなく多様な創に対する最適な治療が
選択されていない。現場では褥瘡診療に関する患者の個別要因を科学的に解決できずにいる。本研
究ではこの問題を解決するため、「創傷物理学」と「創傷薬理学」と呼ぶ二つの新しい学問体系を
構築した。創傷物理学では創の物性についての概念を作成した。創の変形、移動、固定の概念を 2
次元モデルを用いて定義した。さらに臨床における物性のデータを写真や動画によって集め仙骨部
褥瘡と踵部褥瘡の物性の違いを明らかにした。またひずみゲージを用いて実際の外力をモニターす
る系を作成し臨床応用した。２）創面薬理学という学問体系においては試験管内で基剤の特徴を含
めて薬剤を解析する系を確立した。さらに創面からの蛋白質を薬剤と反応させることによって薬剤
の作用を解析した。これらの薬物療法の効果は我々が樹立してきた記載潰瘍学と創表面蛋白解析に
よって評価した。以上いわば褥瘡診療における物理的、化学的、生物学的な知見は我々が提唱する
「長寿方式の褥瘡診療」である医薬看の有機的なチーム医療の基盤となる学問体系である。
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我々はこれらの問題点を臨床現場の視点か
ら以下の二つに集約できると考えてきた。1）

高齢者における皮膚の物理学的性質や様々

本研究は高齢者皮膚の物理学的特性を考

な体位の制限から生じる創面が受ける多様

慮した外力の診断とその対策、さらに薬剤の

な外力を軽減できていない。2）外用治療に

化学的特性を活かした治療の最適化を目的

関する知見が十分でなく多用な創に対して

としている。これらの物理的、化学的な介入

最適な治療が選択されていない。つまり現場

による創傷治癒への関与は今まで研究して

では褥瘡予防と治療に関して日夜患者の個

きた褥瘡、皮膚潰瘍の臨床的、生化学的な病

別要因に向き合っているものの、問題点を科

態診断を用いて生物学的に評価することが

学的に解決する方法に乏しかった。

可能である。現場の視点から問題点を見出し、

上述したように高齢者の褥瘡・皮膚潰瘍は
外力による創組織の損傷が避けにくいため

それを科学的に解決する独創性のある研究
である。

治癒しにくい。体型や運動能力、創の性状に
差がある高齢者では個別要因に配慮しなく
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研究方法

ては解決不可能である。例えば仰臥位での膝

高齢者における褥瘡・皮膚障害の外力診断法

関節の屈曲の際に仙骨部に力が加わること

と対策法の確立：研究分担者の根本が物理的

を実感するように、創への直接の圧迫がない

な研究をおこなった。また磯貝、古田らと適

状況でも創は間接的に外力を受ける。さらに

宜討議しながらここなった。臨床では磯貝、

治療面でも脆弱な肉芽組織を外力から保護

宇谷、永井が高齢者における創の物理学的性

するための現実的な方法や装具と、その基盤

質を評価する臨床的指標の素案を作成し、班

になる皮膚の物理学的特性の加齢変化に関

会議にて討議した。また動画や連続写真を用

する知見である創傷物理学が現場で求めら

いて症例データを収集した。創変形をおこす

れている。

褥瘡の部位や年齢、創周囲の皮膚・皮下組

一方で高齢者の褥瘡・皮膚潰瘍の治療に関

織・骨組織の物性的特徴に留意してデータを

しては創の病態の多様性を正確に把握する

収集した。さらに物性変化の原因になる病理

と同時に、治療の基礎となる外用薬の薬理学、 学的、生化学的変化を正常と創面において過
薬剤学的知見が必要である。創は上皮組織を

去の病理組織切片を用いて検討した。一方ひ

欠き肉芽組織は結合組織と血漿のせめぎ合

ずみゲージを用いたモニタリングを用いて

いの場であるとともに、脆弱な肉芽組織に薬

高齢患者での創への外力を評価した。さらに

剤は直接作用する。我々は外用治療において

創傷の変形を理解しやすくするために、高齢

基剤の重要性を強調してきたが、褥瘡・皮膚

者の皮膚特性を反映した褥瘡モデル作成に

潰瘍治療薬の薬理学的情報は主剤の薬効に

着手した。

限られており外用剤全体としての生物物理

一方で根本らが中心になって生体外の寝具

学的、生化学的知見に乏しい。褥瘡・皮膚潰

の物理的な特性を調べた。治療面では創への

瘍に関わる臨床医、臨床薬剤師にとっては褥

外力が除去しにくい高齢者に対してレスト

瘡の多様な病態に対応できる臨床的な薬剤

ンなどを用いて創の変形抑制をおこなった

情報としての創傷薬理学・創傷薬剤学が必要

10 例余の使用例を集積した。またその効果

とされている。

をひずみゲージと創表面蛋白解析にて物性

的、生化学的に評価した。さらに星薬科大学

ト)：最初に現在まで全く注目されていなか

にて作成されたマウス褥瘡モデルを用いて

った創の物性所見を定義し、創の移動と変形

摩擦との関連を検討し臨床的、組織学的に解

の概念を作成した。また褥瘡・皮膚潰瘍への

析した。

外力を直接外力（圧力を含む）と間接外力に

高齢者における褥瘡・皮膚障害の薬物療法の

分類した。これらを基盤に実際の高齢者褥

開発：研究分担者の野田、藤井、古田を中心

瘡・皮膚潰瘍症例において創の物性所見、創

に薬剤や創傷被覆剤の創への作用機構の解

に外力をもたらす基礎疾患、そして創の記載

明をおこなった。多様な肉芽組織に直接的に

潰瘍学的所見を一連の形でデータを集積し

作用する外用薬の吸水効果(水分との相互作

た。その結果高齢者の仙骨部のⅣ度褥瘡では

用)をフランツのセルを用いて物理化学的に

我々が定義した「創の移動と変形」が著明で

検証した。さらに創表面から得た蛋白質と軟

あるが、踵部ではⅢ度より深い創であっても

膏基剤との相互作用を試験管内の系で生化

「創の移動と変形」が認められなかった。さ

学的に解析した。具体的には創表面蛋白質を

らに仙骨部では同一創でも方向によって創

軟膏と反応させて創傷治癒に重要な役割を

の変形度が著明に異なる傾向が明らかにな

きたすマトリックスメタロプロテアーゼ

るとともに、記載潰瘍学やwound blotting

（MMP）の活性をザイモグラフィで検討した。

における創面内での多様性が明らかになっ

さらに創面の薬物治療による変化をⅠ型コ

た。さらに実際の創周囲への外力に関しては

ラーゲン分子やヒアルロン酸結合分子など

代表的な症例でひずみゲージを用いてより

の創傷マーカーのウエスタンブロット法な

客観的に証明した。その基盤となる組織脆弱

どで検討した。またユーパスタ（UP）、カデ

性に関しては加齢真皮では弾性線維関連分

ックス軟膏（CO）、ヨードコート（IC）につ

子の減少が免疫組織学的に認められ物性変

いてヨウ素の放出性および吸水性を評価ま

化の原因と考えられた。さらに寝具の物性を

た経時的な創所見変化を記載潰瘍学的にも

計測する系を開発して、シーツのかけ方など

評価した。さらに高齢者の外傷、糖尿病、熱

実際の看護方法に指針を示した。創傷装具の

傷、膠原病などによる皮膚潰瘍にも同様の手

開発に関してはレストンスポンジ装着時の

法を導入し病態評価、治療のモニタリングを

創の変形抑制効果をひずみゲージによる外

おこなった。

力測定と創表面蛋白解析にて評価し有用性
を示した。またマウス褥瘡モデルでは骨と矢

（倫理面への配慮）

状断方向での病理切片作成をおこない血栓、

国立長寿医療センターを始め各研究機関で

表皮の肥厚など実際の褥瘡への類似点を多

承認を得。個々の患者へは書類での同意を得

数見出した。さらにこのモデルにおいても創

た。

表面蛋白質を解析できる系を確立した。
高齢者における褥瘡・皮膚障害の薬物療法の
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研究結果

開発（化学プロジェクト）：褥瘡治療外用薬

高齢者における褥瘡・皮膚障害に関する外力

の物理化学的性質の解析ではフランツのセ

評価と対策法の確立(物理学プロジェク

ルの系を用いて軟膏剤を評価する方法を開

発した。この方法によって種々の外用剤の吸

策がおこなわれることが期待される。

水性を客観的に評価することが可能になっ

高齢者における褥瘡・皮膚障害の薬物療法の

た。また後発医薬品における吸水性の違いも

開発（化学プロジェクト）においては薬剤の

見出した。また実際の臨床現場で頻用されて

物理化学的な性質をより客観的な形で示す

いるヨウ素を含む外用剤の殺菌効果をより

ためのいくつかの方法を開発した。研究分担

客観的な形で示した。ユーパスタ（UP）、カ

者の古田によって提唱されていた基剤を重

デックス軟膏（CO）、ヨードコート（IC）に

視した外用療法がより現場の医療者に理解

ついてヨウ素の放出性および吸水性を評価

できるようになることが考えられる。また一

さらに外用薬と創表面蛋白質との相互作用

部のラップを用いた治療の功罪も明らかに

では壊死組織を除去するヨードホルムガー

することが可能である。これらの創傷薬理学

ゼと吸水性外用薬のソルベースを対象に試

は褥瘡や皮膚潰瘍の診療に参画する薬剤師

験管内の評価系を確立した。ソルベースは褥

に必須の知識である。

瘡の創面滲出液と反応させるとMMP -9 の活
性を低下させることが明らかになった。一方、 Ｅ.

結論

ヨードホルムガーゼはMMP-9 活性を変化させ

高齢者の褥瘡・皮膚障害の個別性に留意し

なかったが、他のプロテアーゼ活性を選択的

た病因診断と治療に関して多面的なアプロ

に抑制することで創の清浄化に寄与するこ

ーチで研究をおこなった。創傷物理学では生

とが示唆された。

体（創面）からみた外力という新規の概念を
構築し現場の諸問題を解決する方法を開発
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考察

した。さらにひずみゲージや物性学的モデル

褥瘡臨床現場の問題点を二つに集約でき

を用いて理解しやすい形にした。創傷薬理学

ると考え研究を進めた。1）高齢者における

では外用薬剤の基剤に注目した物理化学的

皮膚の物理学的性質や様々な体位の制限か

な解析をおこなうとともに、創表面蛋白解析

ら生じる創面が受ける多様な外力を軽減で

を用いて外用剤の作用機構を検証する系を

きていない。2）外用治療に関する知見が十

作成した。これらは以下の図に示すように相

分でなく多用な創に対して最適な治療が選

互に密接に関連している。そしてこの研究に

択されていない。この問題を解決するために

よって現場の褥瘡診療での要点が明確にな

以下の研究プロジェクトを構成した。

り患者、医療者、介護者に役立つ診療体系の

高齢者における褥瘡・皮膚障害に関する外力

構築を目指すことができる。さらに有機的な

評価と対策法の確立(物理学プロジェクト)

チーム医療を特徴とする「長寿方式の褥瘡診

においては概念の確立、平面モデルの作成を

療」の基盤になる学問体系が確立することに

おこなった。創の移動、変形、固定の概念を

なる。

確立した。すると部位によって異なる褥瘡の
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性質は治療だけでなく、看護や介護にとって
も業務を効率化する有益な情報である。この
知見をもとに患者に即した効率的な褥瘡対
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