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褥瘡予防・管理ガイドライン褥瘡予防・管理ガイドライン

エビデンスに基づいた質の高い
褥瘡予防・管理を目指す

ガイドラインの目標

褥瘡の予防・管理・治療の質を向上させるツールとして
機能させ、ひいては本邦の褥瘡診療のレベルアップを図る

EBMに基づいた診療ガイドラインの基本構造

１ 臨床上の疑問の明確化１．臨床上の疑問の明確化

２．エビデンスの検索・評価 エビデンスの評価

３．推奨度の決定 研究デザインが影響



研究とは？研究とは？

研究者があらかじめ立てた行動計画に従って一連
の段階を論理的に進むこと
（D.F.ポーリット、B.P.ハングラー、1994）

問いに答えたり、あるいは問題を解決するために、
学問的な方法をもちいる系統的な探求学問的な方法をもちいる系統的な探求



研究デザインとは？研究デザインとは？

研究者が意図した目標が最も達成されるような研究者が意図した目標が最も達成されるような
方法で研究を計画し実行するための指針

問題の特定からデータ収集の最終計画までの
研究全体の方略（strategy）



研究デザインで吟味すべき７要素

究デザ 階 究 的を達成する

研究デザインで吟味すべき７要素

研究デザインの段階で、研究目的を達成するのにふ
さわしい内容を吟味する

治療またはケアを計画的に実施するのか

どのような比較を行なうか

どのように外生変数をコントロールするのか

研究に関する情報を誰が知っているのか研究に関する情報を誰が知っているのか

前向きに調査するのか、後ろ向きに調査するのか

どのような頻度でデータ収集するのかどのような頻度でデータ収集するのか

調査場所はどこか



要素１：介入要素１：介入

治療またはケアは計画的に実施されていますか？

１．実験研究

２．準実験研究

３．非実験研究



実験研究実験研究

RCTって？

Randomized Controlled  Trial
新 処置 完全実験的新しい処置の完全実験的テスト

実験群に無作為割り付けがなされ、通常、多様性のある
大規模な標本で行う大規模な標本で行う。



実験研究の3要素実験研究の3要素

非常に正確で疑う余地がない。

必須
・操作

研究対象に対して処理（介入）をする⇒独立変数を構成

必須

研究対象に対して処理（介入）をする 独立変数を構成

・コントロール
実験状況に1つ以上のコントロールを施す。実験状況 以 の ント ルを施す。
これには対照群の利用も含まれる。

・無作為化
研究対象を実験群と対照群に無作為にふり分ける。
無作為化の役割は、対象がもつ様々な特性を２群間で
均等 する と均等にすること。



詳しくはこちらで！http://www.consort-statement.org/



実験研究例



実験研究例

介入無作為化 介入無作為化

コントロール



実験研究の長所・短所

長所

実験研究の長所 短所

長所

・変数間の因果関係に関する仮説を検証する上で、科学者が
利用できる最も強力な方法である利用できる最も強力な方法である

短所

実験的に操作できない数多くの変数がある・実験的に操作できない数多くの変数がある

・倫理的な配慮から操作できない変数がある

・実験が持つ人工性がある⇒ホーソン効果（プラシーボ効果）



準実験研究の要素準実験研究の要素

・操作
研究対象に対して処理（介入）をする⇒独立変数を構成

必須

研究対象に対して処理（介入）をする⇒独立変数を構成

・コントロール 少なくとも1つ・コントロール
実験状況に1つ以上のコントロールを施す。
これには対照群の利用も含まれる。

が欠如

これには対照群の利用も含まれる。

・無作為化
研究対象を実験群と対照群に無作為にふり分ける。研究対象を実験群と対照群に無作為にふり分ける。
無作為化の役割は、対象がもつ様々な特性を２群間で
均等にすること。



準実験研究例



準実験研究例

体圧分散効果の高いマットレスは褥瘡の治癒を促進するといわれているが，わが国介入体圧分散効果 高い ット は褥瘡 治癒を促進するといわれているが，わが国
において褥瘡の治癒過程と費用から経済的評価はなされてこなかった。そこで今回，
活動基準原価計算により褥瘡ケアの費用を調査し，褥瘡の治癒過程を複数のパラ
メーターで分析し，体圧分散マットレス導入による費用対効果を明らかにした。療

介入

養病床を有する一般病院で褥瘡保有患者に二層式エアセルマットレスを導入し，対
照期・実験期の創面積，DESIGN の得点，褥瘡ケアの費用，創傷治癒に影響を及ぼ
す因子を調査し，各期の費用対効果を検討した。対象患者は９名，男性４名，女性

無作為化なし

５名，年齢は中央値76 歳，褥瘡は11 部位で，stage Ⅱ５部位，stage Ⅲ３部位，
stage Ⅳ３部位，創面積は中央値2.3 cm2であった。導入後，創面積は有意に縮小
し，DESIGN の合計点が有意に減少した。褥瘡ケアの費用は人的資源，体圧分散寝
具を含 物的資源 全費用 導 前後有意差 な 創 積費用対効

コントロール
一群事前事後テスト設計による準実験研究である。臨
床効果を実証するにはランダム化比較試験が望ましい。
しかし，本研究では，患者の個体要因以外にも体圧分
散寝具 外 褥瘡管 方法 えば 所管具を含めた物的資源，全費用において導入前後有意差はなかった。創面積費用対効

果は，対照期－ 2,298.1 円／％で創拡大に費用を要し，実験期241.3 円／％で
あった。DESIGN 費用対効果は，対照期32,939.0 円／点が実験期では5,577.9 円／
点となりおよそ６倍の効果をあげた 仙骨部体圧は導入後有意に減少し その他の

散寝具以外の褥瘡管理ケア方法，たとえば，局所管理
法，栄養管理法，スキンケア，体位変換方法は実験群
と対照群で等しくする必要があり，調査場所を１施設
にかぎ た このため１施設で得られる対象数に限界点となりおよそ６倍の効果をあげた。仙骨部体圧は導入後有意に減少し，その他の

創傷治癒に影響を及ぼす因子には有意差はなかった。褥瘡保有患者に二層式エアセ
ルマットレスを導入することは，費用効果的で有用であった。

にかぎった。このため１施設で得られる対象数に限界
があり，一群事前事後テスト設計とした。



準実験研究の長所・短所準実験研究の長所・短所

長所

実用性 簡易性 ある程度の 般可能性がある・実用性、簡易性、ある程度の一般可能性がある

短所

・通常の実験に特有なコントロールが欠如している

内的妥当性・内的妥当性を脅かす因子の存在を常に意識する必要あり

⇒その可能性が高い場合は、実験処理による影響はかなり弱い



内的妥当性を脅かす因子内的妥当性を脅かす因子

内的妥当性って？

観察される差異が実験操作の結果であると推論す
ることが、どの程度まで可能であるかを示すこと

内的妥当性を脅かす因子

例 成熟（ チ レ シ ン）

ることが、どの程度まで可能であるかを示すこと

例：成熟（マチュレーション）

時間の経過の結果として研究の最中に対象に時間の経過の結果として研究の最中に対象に
生じてくる成長発達、疲労といった状態のこと



成熟（マチュレーション）成熟（マチュレーション）

創傷は自然治癒する創傷は自然治癒する
下降曲線の傾き（自然治癒速度）がどのように異なるのか?



まとめると・・・まとめると・・・

操作操作

コントロ ル実験研究 準実験研究コントロール

無作為化

実験研究 準実験研究

無作為化



非実験研究非実験研究

究 究 が実験研究や準実験研究では取り込むことができない、
多くの研究問題がある

１．膨大な数の人間の特性は、実験操作に従属しない
（例：性別、年齢、医学的診断など）

２．技術的に操作できても倫理的に操作すべきでない
多くの変数がある（例：褥瘡ハイリスク者を体圧分散マットレ
ス導入群と非導入群に振り分ける⇒できない）ス導入群と非導入群に振り分ける⇒できない）

３．真の実験を行うには、単に実際的でないという研
究状況が多い（例 不十分な時間 管理者による認可の欠如究状況が多い（例：不十分な時間、管理者による認可の欠如、
患者やスタッフへの接触が極端に不便、十分な資金の欠如）



非実験研究非実験研究

記述研究
人間・状況・集団などの特性、および現象がおこる頻度を正確に観察する研究

遡及的研究（事後研究）
独立変数における変動が事象の自然の成り行きの中で生じた後で行われる

非実験的研究非実験的研究

独立変数が起こった原因と考えられる因果関係を証明する。

（遡り因果関係を証明）

対象 独立変数 結果（従属変数）

相関的研究（correlation Research）
実験操作を行うことなく変数間の関係を記述する研究。2つの変数が相互

に関係しあ ている度合いをしめす 例）タバコと肺がんの関係に関係しあっている度合いをしめす。 例）タバコと肺がんの関係

肺がん（従属変数）タバコ（独立変数） 相関



非実験研究の長所・短所

長所

非実験研究の長所・短所

長所

・相関的研究は、ある領域について大量のデータを収集

する に能率的か 有用な方法 あるするのに能率的かつ有用な方法である

短所

・研究対象の独立変数を積極的に操作できない

・対象を実験処理に無作為に振り分けることができない

⇒研究結果を誤って解釈してしまう可能性

果関係 確化能力 優劣※因果関係明確化能力の優劣

強 設計・信頼性 弱

真の実験的
研究の設計

準実験的
研究設計

前実験的
研究設計

前向き・相関
的研究設計

回顧的・相関的
研究設計

記述的研究



要素２：比較要素２：比較

重要なプロセスあるいは関係を描く際にど
ような種類 比較を行な ますかのような種類の比較を行ないますか？

１．群内比較

群 較

⇒経時的変化の検討

２．群間比較



比較

体圧分散効果の高いマットレスは褥瘡の治癒を促進するといわれているが，わが国

群 較
体圧分散効果 高い ット は褥瘡 治癒を促進するといわれているが，わが国
において褥瘡の治癒過程と費用から経済的評価はなされてこなかった。そこで今回，
活動基準原価計算により褥瘡ケアの費用を調査し，褥瘡の治癒過程を複数のパラ
メーターで分析し，体圧分散マットレス導入による費用対効果を明らかにした。療

群内比較

養病床を有する一般病院で褥瘡保有患者に二層式エアセルマットレスを導入し，対
照期・実験期の創面積，DESIGN の得点，褥瘡ケアの費用，創傷治癒に影響を及ぼ
す因子を調査し，各期の費用対効果を検討した。対象患者は９名，男性４名，女性
５名，年齢は中央値76 歳，褥瘡は11 部位で，stage Ⅱ５部位，stage Ⅲ３部位，
stage Ⅳ３部位，創面積は中央値2.3 cm2であった。導入後，創面積は有意に縮小
し，DESIGN の合計点が有意に減少した。褥瘡ケアの費用は人的資源，体圧分散寝
具を含 物的資源 全費用 導 前後有意差 な 創 積費用対効

一群事前事後テスト設計による準実験研究である。臨
床効果を実証するにはランダム化比較試験が望ましい。
しかし，本研究では，患者の個体要因以外にも体圧分

具を含めた物的資源，全費用において導入前後有意差はなかった。創面積費用対効
果は，対照期－ 2,298.1 円／％で創拡大に費用を要し，実験期241.3 円／％で
あった。DESIGN 費用対効果は，対照期32,939.0 円／点が実験期では5,577.9 円／
点となりおよそ６倍の効果をあげた 仙骨部体圧は導入後有意に減少し その他の

しかし，本研究では，患者の個体要因以外にも体圧分
散寝具以外の褥瘡管理ケア方法，たとえば，局所管理
法，栄養管理法，スキンケア，体位変換方法は実験群
と対照群で等しくする必要があり，調査場所を１施設

点となりおよそ６倍の効果をあげた。仙骨部体圧は導入後有意に減少し，その他の
創傷治癒に影響を及ぼす因子には有意差はなかった。褥瘡保有患者に二層式エアセ
ルマットレスを導入することは，費用効果的で有用であった。

対照群 等 くする 要 あり，調 場所を 施設
にかぎった。このため１施設で得られる対象数に限界
があり，一群事前事後テスト設計とした。



比較

群間比較



要素３：外生変数のコントロール要素３：外生変数のコントロール

どのように外生変数をコントロールしますか？ど
の外生変数をコントロールしますか？

外生変数：予測因子以外の、結果に影響を

の外 変数を ント ルします

与える恐れのある因子

【外生変数をコントロールするための方法】

１．無作為化

２．クロスオーバー

３．均質性

４．マッチング

５．統計学的コントロール



無作為化無作為化

研究対象をいくつかのグル プに無作為に割りつける研究対象をいくつかのグループに無作為に割りつける

【特徴】

・外生変数すべてをコントロールできる

・コントロールする変数を事前に知る必要がない・コントロ ルする変数を事前に知る必要がない

⇒個人の外生変数をコントロールする最も効果的な方法

【限界】

・操作可能な変数への倫理的制約と実践的制約操作可能な変数 の倫理的制約と実践的制約

・条件が人工的になる可能性



クロスオーバークロスオ バ

・対象者集団に対して、2回以上の条件もしくは処理を
無作為の順番で施す。

・反復測定ともいう

・比較する集団の均等化を保証する方法

【特徴】

・必要な研究対象者数を減らすことができる必要な研究対象者数を減らすことができる

【限界】

象が な 条件 れ 合 初 条・対象が2つの異なる条件にさらされる場合、最初の条
件の経験が2番目の条件に影響するかもしれない。



クロスオーバー
無作為化 例



クロスオーバー
無作為化 例

目的：

新たに開発した自動内圧調整機能および

無作為化
クロスオーバー

底づき自動感知・回避機能を有する高齢
者用ダイナミッククッションを、圧分散
機能の視点から評価する ク オ

本研究は、クロスオーバー実験である。対象
者をブロックランダム割付し、対照クッショ
ンを先に測定する群と 新クッションを先にンを先に測定する群と、新クッションを先に
測定する群に分け、座面上にセンサを設置し
たそれぞれのクッションに介助にて90度座位
をとり 30分間座圧測定を行ったをとり、30分間座圧測定を行った。

A：先発グループ新クッション

対照クッション

B：後発グループ

対照クッション



均質性均質性

・無作為化やクロスオーバーが使えない場合、
無関係な特性をコントロールする方法無関係な特性をコントロ ルする方法

【特徴】

・全ての種類の研究で行うことができる

・関係についての解釈可能性を強化できる関係 解釈 能性を強

【限界】

結果の 般可能性の限界・結果の一般可能性の限界

・コントロールする変数についての知識が必要



マッチングマッチング

対象の特性を知った上で 比較群を構成する対象の特性を知った上で、比較群を構成する。

【特徴】

・関係を検出し解釈する能力を強化

・利用できる可能性のあるコントロールが多い場合は容易利用できる可能性のあるコントロ ルが多い場合は容易

【限界】

・効果的に一致させるには、事前に、関連する外生変数が
何か知らなければならない

・外生変数が2つ以上の場合、適切にペアマッチングが行
えないことが多い



マッチング 例

在宅療養者における

褥瘡の有病率及び予防 管理に関する調査褥瘡の有病率及び予防・管理に関する調査
須釜淳子、志渡晃一、炭谷康子、他

的 在宅 け 褥瘡有病率 褥瘡有病者 特徴 褥瘡 特徴目的：在宅における褥瘡有病率、褥瘡有病者の特徴、褥瘡の特徴、
褥瘡の予防・管理の実態を調査した。

対象：社団法人全国訪問看護事業協会正会員施設に登録している全国対象：社団法人全国訪問看護事業協会正会員施設に登録している全国
の訪問看護ステーション2688施設から。都道府県単位に登録施設の
20％に相当する数を無作為抽出し、537施設を対照施設とした。

方法：調査施設に2種類の調査票を郵送にて配布し回収した ・・・ま方法：調査施設に2種類の調査票を郵送にて配布し回収した。・・・ま

た、在宅褥瘡発生者と比較するために同一訪問看護ステーションにお

ける褥瘡を有しない在宅療養者に対しても調査を行った。条件として、
性別 年齢を対応させた性別・年齢を対応させた。

マッチング



統計学的コントロール統計学的コントロ ル

【特徴】

関係を検出し解釈する能力を強化・関係を検出し解釈する能力を強化

・多くの外生変数をコントロールするには比較的経済的
な方法

【限界】

・コントロールする変数についての知識が必要、それらの
変数の測定用具が必要変数の測定用具が必要

・高度な統計学的技能を要する



統計学的
コントロール 例



目的：

１）血清アルブミン値と褥瘡治癒の関係１）血清アルブミン値と褥瘡治癒の関係

２）血清アルブミン値の褥瘡期間内治癒
に対するカットオフポイントの決定 統計学的コントロール
対象：

84の病院及び施設の褥瘡患者

統計学的 ント ル

血清アルブミン値の予測妥当性が、
患者や施設特性に影響されないか
を検証するために、共変量を調整
した比較ハザード分析を行った。



要素４：マスキング要素４：マスキング

マスキング（盲検化）とは？

様々な測定や評価から 主観に基づく偏り（バイアス）様々な測定や評価から、主観に基づく偏り（バイアス）
を取り除くために行われる試験実施方法

特に、治験においては、プラシーボ効果が大きく、
それを防ぐために、被験者も医師も投与する薬が
「被検薬」であるか「対照薬」であるかを知らされない「被検薬」であるか「対照薬」であるかを知らされない
という試験実施方法がある。
これを、二重盲検試験（DBT：Double Blind Test） と言う。

マスキング（盲検化）されているのは誰か？
患者 参加者 介入（治療）実施者 O t 評価者 デ タ解析者

これを、 重盲検試験（DBT：Double Blind Test） と言う。

＊患者，参加者 ＊介入（治療）実施者 ＊Outcome評価者 ＊データ解析者
□四重 □三重 □二重 □一重 □盲検なし □盲検化不可能 □不明



要素５：タイミング要素５：タイミング

前向きに調査しますか？
後向きに調査しますか？

例：入院時PUがなくブレーデン
スケ ル14点以下

後向きに調査しますか

スケール14点以下

原因への暴
露 能性露の可能性
がある病気
の母集団

観察期間通じて発生した新し
い症例の測定

前向きデザイン

症例と非症例
を含んだ集団

過去または現在にお
いて暴露された原因

後向きデザイン
いて暴露された原因

例：褥瘡有50名＆褥瘡無50名



タイミングの長所・短所

後向 デザ

タイミングの長所 短所

後向きデザイン

長所：短期間で多くの対象数を確保できる。

短所：既存のデータからの収集になるため、目的に沿った

データが得られない可能性あり 欠損データも多いデータが得られない可能性あり。欠損データも多い。

前向きデザイン

長所：統一された条件でデータ収集できるため、データの

質が高い。質が高い。

短所：データ収集に時間を要する。



要素６：時間枠要素６：時間枠

どのような頻度でデータは収集されますか？

いつ、他のイベントと関連して、データは収集さい 、他のイ ントと関連して、デ タは収集さ
れますか？

研究デザインを考慮する際には、どん

な時間の枠組みがその研究課題に一

番適しているかを判断する必要がある番適しているかを判断する必要がある

・ 横断的研究

縦断的研究・ 縦断的研究



縦断研究 例

目的：寝たきり高齢者における
踵部褥瘡の深達度と下肢血行動
態ABI との関係を明らかにする。



時間枠時間枠

初回観察
褥瘡鑑別

ABI

縦断的研究

リスク 予後

ABI 
踵部体圧

リスク 予後

踵部褥瘡の深達度・治癒過程（治癒日数）

予後不良因子
下肢血行動態ABI↓

リスク因子
下肢血行動態ABI↓
圧迫など圧迫など

横断的研究



横断的研究の長所・短所横断的研究の長所 短所

横断的研究
ある特定の時点でデータを収集する方法

長所：比較的操作しやすく、経済的で実用的

短所：経時的な変化や傾向の推論を必要とするが

多くの問題がある。



縦断的研究の長所・短所縦断的研究の長所 短所

縦断的研究
縦断的研究は一時点だけでなく、何回にもわたってデータを収集し、縦断的研究は 時点だけ なく、何回 もわた デ タを収集し、

ある変数や現象が時間の経過とともにどのように変化するかを調

べるのに適した方法るのに適した方法

長所：時間の経過に伴っておこる変化や傾向の研究が可能

現象の起こる時間的順序の研究が可能現象の起こる時間的順序の研究が可能

短所：費用と時間を要し、自然減の問題が発生する可能性がある



要素７：場所要素７：場所

調査場所はどこですか？
1施設それとも多施設？1施設それとも多施設？
現場それともコントロールした設定？



場所場所

1施設

長所：等質なデータが得られる。

短所：施設の特徴が出るため、一般化が困難。

多施設

長所：一般化可能性が高い。

短所：同一条件でデータ収集できているか不明。

費用がかかる。
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