
褥
瘡
治
療
薬
使
い
こ
な
し
ガ
イ
ド

古田 勝経
医療法人愛生館小林記念病院 褥瘡ケアセンター長

使いこなしガイド

古
田 

勝
経

褥瘡治療薬

〝
治
ら
な
か
っ
た
褥
瘡
〞が

 

フ
ル
タ・メ
ソ
ッ
ド
で
治
る
！

“治らなかった褥瘡”が
フルタ・メソッドで治る！
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　1

　これまでの褥瘡治療の現場では，正しい病態評価や適切な薬剤の選択・使
用が行われていないことがしばしばで，その結果，“治らない褥瘡”が残念
ながら作られてきました。しかし，褥瘡を疾患としてとらえ，病態を正しく
評価し，湿潤環境や外力の影響などを考慮したうえで，治療効果の高い外用
剤の使い方を進めれば“治らない褥瘡”は治ります。そのためのノウハウが
フルタ・メソッドです。
フルタ・メソッドでは，薬剤滞留障害から創を保護しながら，外用剤の基
剤の特性を活かして水分コントロールを行い，湿潤調節により褥瘡を治療し
ます。フルタ・メソッドにより治癒期間の短縮が期待できることは筆者が研
究で証明してきました。
　すなわち，“基剤による湿潤調節”に着目して外用剤を使い，“外用剤の効
く創環境づくり”を同時に行うことが，褥瘡の円滑な治癒と治癒期間の短縮
につながります。また，フルタ・メソッドを使うことで，場合によっては治
療が遷延した創の改善も図ることが期待できます。

治らない褥瘡が治る！ フルタ・メソッドとは

褥瘡創面の多彩な病態
一つの創に多彩な病態がみられる。それぞれに適した外用
剤を選択・使用することが重要。

ポケット

筋膜

浮腫

肉芽内出血

巻き込みの創縁

なだらかな創縁

急な段差を伴う創縁
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DESIGN 以外の観察ポイント　19

● 発症部位

　褥瘡は圧迫により発症します。皮膚が骨と寝具に挟まれて血流障害が生じ，
褥瘡発生の発端になります。
　一般的に褥瘡の好発部位とよばれる部位はありますが，好発部位だけに発
症するわけではありません。体重を支える骨突出部位であれば，どこにでも

後頭部

胸椎・腰椎部

仙骨部

大転子部

下肢

肩甲骨部

腸骨稜部

尾骨部

踵部・外果部

褥瘡の好発部位

Q4

薬物療法を適正に行うためには，DESIGNのほかに
①発症部位，②創部と骨の位置，③創全体の形態，
④創縁の性状，⑤創面の性状，⑥創周囲の皮膚の
移動方向と大きさ，⑦残存組織，⑧肉芽の形態，
⑨ポケットの有無と方向，⑩創の変形──を観察
しなければなりません。

DESIGN以外では
何を観察すべきでしょうか？

A4
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創の性状からわかること　33

●段差の大小で外力の方向がわかる

創縁には，圧迫やずれが融合した外力の影響が現れます。つまり，なめら
かな創縁は外力を受け止めていない部分，段差のある創縁は外力を受け止め
る部分です。通常は，外力の上手側で段差が小さく，外力を受ける下手側で
段差が大きくなる傾向があります。

ポケット形成や深い褥瘡では創縁の段差がみられます。肉芽形成の段階で
湿潤環境が適切で，薬剤が適切に選択されているにもかかわらず創縁の段差
が改善されないときは，外力の影響を受けていると考えられます。

Q8

創の外力の受け方や湿潤状態の程度，摩擦の有
無を知ることができます。

創縁の性状をチェックすると
何がわかりますか？

A8

外力による創縁の特徴

外力
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残存組織への対応　35

●残存組織を見分けるポイント

浅い褥瘡では，真皮と壊
死組織はどちらも乳白色で
同じような色調の場合があ
るので，間違えないように
注意する必要があります。
真皮の場合は，真皮乳頭層

（赤いブツブツ）が露出し
ていれば容易に判断できま
す。

一 方，壊 死 組 織 の 場 合
は，黄色壊死組織以外に黒
色壊死組織もあるため，色
調で判断できます。黄色壊
死組織には硬い壊死（硬結
を伴う）と軟化した壊死が
あります。

Q9

残存組織には真皮と壊死組織があります。真皮を
除去しないように気をつけながら，壊死組織を除
去します。

残存組織に対してはどのように対応
するべきでしょうか？

A9

真皮乳頭層

黄色壊死
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36

●壊死組織へのアプローチ

深い褥瘡は大量の壊死組織を伴いますが，浅い褥瘡は必ずしも壊死組織を
伴うわけではなく，しばしば残存真皮がみられます。真皮を壊死組織と間違
えて除去すると，創は深くなり，しかも変形しやすくなるため注意が必要で
す。真皮乳頭層が露出している場合は，真皮を残したまま壊死組織を軟化・
融解し，上皮化を促します。

黒色壊死組織は，表面が乾いて健常皮膚との境界が不明瞭なときは，湿潤
を保持して分界線をはっきりさせてから外科的デブリドマンで除去します。
黄色壊死組織の場合，深さにより壊死した組織が異なります。脂肪組織や筋
組織はわかりにくいことが多く，腱・靭帯は比較的わかりやすいといえます。

黒色壊死

腱壊死
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40

●創の移動とは，創の変形とは

　“創の移動”とは，創底と創口が同時に平行移動することで，創自体の変
形は伴いません。一方，“創の変形”とは創の形態が変化することです。創
口と創底で移動する方向や距離が異なると変形が生じます。
　創の移動は，真皮が残っている場合にみられ，創の変形は，真皮が失われ
た深い褥瘡にみられます。仙骨部や腸骨部，大転子部などの関節部位では，
皮下組織で変形が大きくなる傾向があります。また，足部（特に踵部）は歩
行時に体重がかかりやすいため強く変形します。

Q11

外力による創の移動や変形は薬剤滞留障害を引き
起こしやすいので，注意が必要です。

創の移動，創の変形がみられる場合
には，どのような点に注意すべきで
しょうか？

A11

創の変形
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創の移動・変形　41

●変形した創には外用剤が留まらない

創に真皮が残存する場合（残存真皮）は，皮膚自体は横方向へ移動するも
のの，それ以上の変形はないため皮膚は再生されます。しかし，真皮を越え
る損傷の場合は，創の固定に必要な真皮を欠くため，創自体が変形しやすく
なります。その場合，肉芽形成による瘢痕化で治癒しますが，元の皮膚は再
生しません。高齢者では創の変形が際立ちます。

変形した創内には外用剤が留まらないため，薬剤による湿潤状態が保持さ
れにくくなります。つまり，主薬が作用しにくい創環境のため，基剤で適切
な湿潤状態を保持するための工夫が求められます。これは褥瘡の薬物療法が
奏功するかどうかのポイントです。

高齢者における深い褥瘡の変形

同一の創でも創の形態が大きく変化する
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外用剤の選択　53

●滲出液が多い＝ブロメライン，少ない＝ゲーベン

　壊死組織は黒色壊死組織と黄色壊死組織に分けられ，また，硬いものから
軟らかいものまで深さや部位によってさまざまです。
　硬い壊死組織に対しては外科的デブリドマンを行いますが，それが難しい
場合は，薬剤で軟化してから除去します。また，分厚い壊死組織に対しては，
大部分を外科的に除去した後に薬剤で清浄化を図ります。
　軟らかい壊死組織に対しては，薬剤による化学的デブリドマンが必須です。
滲出液が多いときはブロメライン軟膏を，少ないときはゲーベンクリームを
選択します。また，フランセチン・T・パウダーやヨードホルムガーゼも有
効です。一方，創傷被覆材による自己融解は清浄化を遅らせることがあるた
め，注意が必要です。
　組織がすべて同じ構成成分でできているわけではないという点には，注意
が必要です。例えば，表皮，真皮，脂肪，筋，筋膜，腱，靭帯，骨は，それ
ぞれ成分が異なります。したがって，すべての壊死組織の清浄化が同じ薬剤
により可能なわけではありません。単剤で清浄化できる場合もあれば，複数
の薬剤を併用しなければならない場合もあります。また，基剤の吸水性や補
水性を利用することも必要です。

Q17

壊死組織の硬さや構成成分を考慮して，対応や
薬剤を選択します。

残存する壊死組織に対して，外用剤
をどのように選ぶべきでしょうか？

A17
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54

壊死組織に使われる外用剤の特徴

○ゲーベンクリーム
　・乳剤性基剤（O/W）。補水性をもつ
　・主薬は抗菌薬のスルファジアジン銀
　・表皮や真皮など皮膚表層の壊死組織を除去するのに適する

○ブロメライン軟膏
　・マクロゴール基剤。吸水性をもつ
　・主薬はブロメライン（パイナップルの分解酵素）
　・脂肪組織や筋肉組織の壊死組織除去に有効である

○ユーパスタ
　・�精製白糖・ポビドンヨードが主薬であり，壊死組織を除去するとともに滲
出液の吸収や浮腫の改善，感染制御，肉芽形成，上皮化などにも使用する

○デブリサンペースト
　・�デキストラノマーという高分子ポリマービーズの表面に溝があり，表面積
が大きいために吸水能が高く，水分保持性ももつ

　・細菌や壊死組織を吸着する

○フランセチン・T・パウダー
　・�蛋白分解酵素トリプシンと抗菌薬フラジオマイシン硫酸塩により壊死組織
を分解除去する

○カデックス軟膏
　・�カデキソマー・ヨウ素は高分子吸水ポリマービーズにヨウ素を含浸させて
いる

　・�ポリマービーズの表面に溝がなく滑らかなため，表面積が大きくなく，吸
水能が不足する反面，水分保持性をもつ。

○ヨードホルムガーゼ
　・�Ⅰ型コラーゲンを分解する（深い褥瘡では腱や靱帯の壊死組織にⅠ型コラ
ーゲンが多く存在する）
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外用剤の選択　55

●外用剤の吸水性と抗菌成分をチェック！

　滲出液が多い場合は，感染・炎症を伴うことがあるため，抗菌性をもつ吸
水性薬剤を用います。浮腫性肉芽や粗大顆粒状肉芽などがみられるため，感
染制御を行うとともに，滲出液を積極的に吸収して浮腫を軽減させます。

滲出液を吸収するために選択する外用剤は，カデックス軟膏，ヨードコー
ト軟膏，ユーパスタです。それぞれ吸水性が異なるため，滲出液の量に応じ
て選択します。
　また，いずれもヨウ素製剤ですが，カデックス軟膏とヨードコート軟膏に
含まれるのはヨウ素，ユーパスタに含まれるのはポビドンヨードと，抗菌作
用をもつ成分は異なります。ポピドンヨードは滲出液で無毒化されますが，
ヨウ素は安定を保ちます。 
　滲出液を吸収する目的では，デブリサンペーストも使われます。デブリサ
ンペーストは，カデックス軟膏に使用されている高分子吸水ポリマーで，抗
菌性はありませんが，高い吸水能と持続性をもちます。

吸水性の強さ

ユーパスタ ＞ デブリサンペースト ＞ ヨードコート軟膏 ＞ カデックス軟膏

Q18

過剰な水分を吸収し，また感染にも注意する必要
があるため，吸水性と抗菌性を考慮して外用剤を
選択します。

滲出液が多い場合は，外用剤をどの
ように選ぶべきでしょうか？

A18
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