
フットケア～足を守ろう～

足から健康を支えてゆく。

下北沢病院 菊池 守



今日の内容

• メインテーマ
「危ない足ってどんな足？」
~訪問看護師が知っておくべき３つのポイント~

• 時間があまったら・・・
「足に忍び寄る７つの老化」
~フットケアは足のアンチエイジング~

• 「足の番人」と「教えて、足病先生！」



あぶない足ってどんな足？

足から健康を支えてゆく。

下北沢病院 菊池 守



重症

虚血肢

糖尿病

足病変



糖尿病による足の切断

Armstrong, et al, J Amer Podiatr Med Assn, 1997

• 高位切断後、約半数の患者は

2年以内に反対側の足を切断

• 全世界では20秒に1本

足が切断されている。
Bakker, DFCon, 2013



予防と早期発見が何より大事!!

足の傷にかかる平均治療日数は
5~8か月

足の傷は簡単には治らない

見た目で軽く見るととても危険！
切断に至る可能性が非常に高い！



在宅の患者さんにこそ
フットケアが必要！

• でも、どこまでやっていいの？

• どんな足が危ないの？



長期にわたる
入院期間

やる気のある
形成外科医

重篤な

合併症

感染
糖尿病性
神経障害

血行障害

足に問題のある方の抱える３つのリスク



透析患者は動脈硬化になりやすい

• 年齢

• 中性脂肪↑

• リポタンパク↑

• 血圧↑

• 高血糖によるタンパクの反応産物（AGEs)が↑

• カルシウム・リン代謝異常

• 尿毒症性物質の蓄積

• 透析療法に伴う慢性炎症や栄養障害



閉塞性動脈硬化症（ASO)

末梢動脈が狭窄・閉塞したために

四肢に循環障害（虚血）をきたした病態

脳梗塞、心筋梗塞の人は

あってもおかしくない!



保存的な治療では
限界がある

傷が治るための血流が
絶対的に不足

直接血行を増やすような
治療が必要!!



血行障害の評価



動脈エコーや造影CT、血管造影



SPP（皮膚還流圧測定）

SPP測定をすることで皮膚に流れ込む血行が評価できる
⇒創部の治癒率がある程度予測できる

40mmHg以上なら
治癒率99%

違った科の先生方ともディスカッションできる共通言語として



特殊な機械がなくても
虚血の診断は出来る!!



足部血行障害の自他覚所見

しびれ、痛み、冷感、
間欠性跛行
夜、足を下げて寝る

チアノーゼ
皮膚温の低下
脱毛
皮膚の乾燥

感染と紛らわしいが血行障害による発赤もある
⇒患肢を拳上すると消褪する発赤は血行障害によるもの!!



動脈の触診



サウンドドップラーやABIで

スクリーニング



血行障害の治療



EVT
（Endovascular therapy)

血行再建



バイパス手術



血管内治療の進歩は著しいけど…

治療後3カ月での再狭窄率は

約70%という報告も

病変の範囲や石灰化の程度によっては
拡張できないことも多い



血行障害の評価と治療は必須!!

血行障害がある足には
どんな薬を塗っても傷は治らない!!

キズを治すのに必要な栄養（血行）がなければ
いくら軟膏を塗っても治りません。



定期的に診察し、
虚血のサインがある足潰瘍は・・・

血行再建が可能か一度
専門施設にコンサルトしてください。



デブリドマンをすると進行するため
敢えて外科的な処置はせずに

自己融解に任せる

痛みがない場合は
これも一つの選択

Auto amputation
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足に問題のある方の抱える３つのリスク



糖尿病足感染の問題点

• 好中球機能（遊走、貪食、殺菌、分解）の低下

• 微小血管障害

炎症によるさらなる血流障害

貪食細胞や抗菌薬が

患部に到達できない

• 神経障害（感覚神経、自律神経）

防御知覚の喪失

（病変の存在に気づかない）

乾燥、皮膚のひび割れ



特に怖い糖尿病患者

• 著明な感染がある糖尿病患者の約50%は
全身徴候（熱発や白血球増加）が見られない。

• 感染の唯一の兆候が、原因不明な、もしくは
コントロール不良な高血糖であることが多い。

Foot Ankle Int. 1997 Nov;18(11):716-22.
Clinical characteristics and outcome in 223 diabetic patients 
with deep foot infections.
Eneroth M, Apelqvist J, Stenström A.



米国感染症学会（IDSA)および
糖尿病足感染分類国際ワーキンググループ（IWGDF）による
糖尿病足感染の臨床分類

臨床症状
IDSA IWGDF

感染兆候のない潰瘍 uninfected 1

以下の少なくとも2つ以上の兆候を含むものを局所感染とする
・局所の腫脹および硬結
・発赤・紅斑
・局所の圧痛、疼痛
・局所の熱感
・不透明、白色もしくは血性の膿汁分泌物

皮膚・皮下組織に限局した局所感染（深部組織に波及する場合や全身兆候がある場合を除
く）で潰瘍の周囲の発赤が0.5cm以上2cm未満のもの
（外傷や通風、急性シャルコー変形、骨折、血栓症、静脈うっ滞がある場合は含まない）

Mild 2

潰瘍周囲2cm以上に広がる発赤を伴うか、膿瘍や骨髄炎、細菌性関節炎、筋膜炎などを伴う
局所感染
（下記に述べる全身的な炎症反応があるものは除く）

Moderate 3

SIRSの診断基準を2つ以上満たすもの
・体温38℃以上もしくは36℃以下
・脈拍 90/min以上
・呼吸数 20/min以上もしくはPaCO2 32mmHg以下
・白血球数が12,000/μl以上または4,000/μl 以下あるいは未熟顆粒球が10%以上

Severe 4

以下の少なくとも2つ以上の兆候を含むものを
局所感染とする
・局所の腫脹および硬結
・発赤・紅斑
・局所の圧痛、疼痛
・局所の熱感
・不透明、白色もしくは血性の膿汁分泌物



軽症 発赤＜2cm以下

皮膚・皮下組織まで

中等症
発赤>2cm以上

or 

脂肪や腱、骨が見える

重症 中等症＋全身症状

糖尿病足感染の重症度分類

中等症以上なら
入院を検討



足趾や足が腫れたり、
赤くなったりしていたら

歩行を制限

感染が落ち着くまで

• 抗生剤投与
（点滴・内服）

• 安静（副木固定）



感染は虚血を悪化させます

虚血の足では感染がマスクされます



骨髄炎に要注意！

• NPWTをフルに使用して治癒したと思っても

後で再発してくる

長期化する症例ではMRIでの骨髄炎のR/Oは必須



• Definite（確定的）
– 骨培養と病理で確定診断

– 手術時に骨より排膿

– 潰瘍内に骨の破片が見られる

– MRIで骨内の膿瘍

• Probable（推定的）
– 創内に海綿骨が露出

– MRIで特徴的な所見

T1強調で低信号脂肪抑制T2強調像で高信号

– 骨培養か病理所見でどちらかが陽性

• Possible（可能性あり）
– レントゲン上骨皮質の破たん

– MRIで骨浮腫

– Probe to boneテスト陽性

– 骨皮質の露出

– ESR>70mm/h

– 6週間以上治らない潰瘍

Diabetic foot osteomyelitis: a progress report on
diagnosis and a systematic review of treatment
A.R. Berendt et al,
Diab Metab Res Rev 2008; 24 Suppl 1 : S145-
161

IWGDF（糖尿病足に対する国際ワーキンググループ）の
糖尿病足骨髄炎の診断システム



感染の疑いがあれば

• 軽傷なら抗生剤投与と安静
• 中等症以上なら専門施設へコンサルト

• 虚血＆感染の場合は緊急コンサルト！！
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糖尿病性足病変



糖尿病患者の約半数は
神経障害がある



Ipswich Touch Test

感覚がにぶい
場所がわからない

→神経障害が進行した
ハイリスク患者

患者に閉眼してもらい、両足の第１・３・５趾の
指先を、検者の指先で1-2秒「軽く」触れるだけ

6本中2本以上が



足における糖尿病性神経障害

運動神経障害 感覚神経障害自律神経障害

内在筋の委縮 感覚異常発汗の低下
皮膚の乾燥

足趾の変形 防御知覚の喪失



病気のある足の根本的な問題

• 足趾の変形や

関節可動域の制限

• 防御感覚の喪失

繰り返す歩行により足趾に
胼胝・潰瘍が発生する

胼胝・潰瘍を「発生させない」ことが
もっとも大切!!

Hammer toe Claw toe

Mallet toe

Kissing ulcer



足を守る

ケアと予防がとっても重要です



・足病変の危険性に対する認識がない。
・足のケアに対する関心が低い。

糖尿病患者の

「足」病変に対する認識



他人事ではない

• 糖尿病患者の25%は生涯において
足潰瘍を発生する。

• 糖尿病足潰瘍を発症した患者の半数以上が
足感染による入院治療を要し、足感染の20%
は足切断に至る



まず大事なのは「靴」！

正しい靴の選択や歩き方の指導で

足病変のリスクはぐっと減らせます。



糖尿病患者は足の感覚がないため
靴も適当に選んでいることが多い

• 靴の種類 クロックスやサンダルは×

• 靴は正しくフィットしているか（靴ひもかベルクロ）

• 足の大きさや形にあっていない。（特に大きすぎに注意）

• 靴の中敷きに異常なすり減りはないか

（ペンライトで中を確認）

• 靴底に異常なすり減りはないか

底が斜めに擦り減ったりしているのも要注意

→靴を脱がせて、靴の中や靴の底を観察する



• 2枚重ねて前足部を厚く

• フェルトの端は斜めに切って
滑らかに

潰瘍部を浮かせると共に

前足部の荷重を後足部に誘導する



趾間の潰瘍にはガーゼを挟む？

• ガーゼを挟む

骨が当たっているところを浮かすように挟む

柔らかいところに挟んで硬いところを浮かす

• 伸縮包帯で足を巻くと徐々に閉まってくる？

• 外反母趾の方も中足骨を横から圧迫すると意
外と足趾が開く



足を守るのに理想的な靴とは？

広いトゥボックスで

足趾があたらない

足をしっかりホールドして

中で足がずれない ヒールカップが深く

踵が安定する

足の形態に合わせた
前足部にクッション性のある

インソール



• つま先の形に合う先端形状

• つま先１～1.5㎝のゆとり

• 横幅はきつすぎずゆるすぎない

• 甲は紐かベルクロで固定できる

• かかとはしっかり

• ヒールは3㎝以内

• 靴底はしっかりしているが足趾
の付け根で曲がる

• インソールが入れられる厚み

足のために望ましい靴のかたち
４．適切な履物の選択



・・・こういうのはNGです
４．適切な履物の選択



インソールを入れられる室内履き

インソールルームシューズ
￥2800（楽天）

４．適切な履物の選択



特に透析・糖尿病患者では

・末梢神経障害➡感覚 疼痛を感じない
運動 筋委縮⇒変形

・末梢血管障害

・易感染性

・関節可動域制限

潰瘍/壊疽へ発展しやすい



・約３割の足底圧上昇
・DM患者において約１１倍の潰瘍発症リスク

胼胝から潰瘍へ

Cavanagh,P.R. et al(2001)

積極的な胼胝/鶏眼の除去の必要性



胼胝や角質を除去して
圧を低下させる

⇒胼胝からの
潰瘍発生の予防

糖尿病性神経障害患者にとって胼胝とは
足の裏の小石と同じ

取り除かなければ将来的に潰瘍を作ります



定期的かつ頻回の胼胝削りが必要



禁煙は必須!!



足の温浴



透析患者さんの足は乾燥しやすい!!



踵の潰瘍から高位切断に至る患者が
非常に多い



保湿とマッサージ

循環が悪く、乾燥しやすい



爪のトラブル

深爪や陥入爪から感染し足を失う人も!!



爪の手入れ



足や爪の清潔に

フェイスブラシや
舌ブラシ

ストローゾンデで
爪溝磨き、爪掃除



Youtube 「巻き爪テーピング」

巻き爪に対するテーピング



巻き爪に対するコットンパッキング

Youtube 「コットン充填固着法の基本手技」



巻き爪ロボ



趾間の白癬（水虫）



白癬からの潰瘍

ここから感染が足全体に広がることも・・・



いつも足を清潔に

• 足の裏や足趾の間を石鹸でしっかり洗う。

• 入浴後は丁寧に拭く

• お風呂に入れない時も足は洗う

• 皮膚が乾燥しているときはクリームを



キズが出来てしまったら？



足の裏に潰瘍があるときは
潰瘍を100%浮かせることが大事

• 少しでも底に当たるようなら

そのキズは治らないと心得よ！（口紅法）

• キズを治すためなら歩きにくくてもガマン！！



フェルトによる除圧

• 室内でも装用可能



除圧サンダル



糖尿病足病変治療において

4週間の治療で53%以上縮小しなければ

12週治療後治癒している可能性は

10%以下です！
Sheehan et al, 2003

血流
障害

骨髄炎
潰瘍への
圧力・ズレ

足病変は必ず写真とサイズを残すこと



・足病変の既往（潰瘍、切断）

・虚血（足の冷感）

・神経障害（感覚障害）

・感染（不潔）

・もちろん透析患者さんも

ハイリスク群の抽出

→治った後も頻回のフォローと積極的介入



下腿に多いのが
むくみと静脈鬱滞による潰瘍

• リンパ漏や静脈鬱滞性潰瘍

• 痛みを伴うことが多い（ケアしにくい）

• 基本的にはむくみを改善しなければキズは治らな
いし再発を繰り返す



年齢 下肢静脈瘤の割合

15～29歳 13％

30～49歳 55％

50～69歳 61％

70歳以上 75％

合計 43％(274/632)

(平井ら：脈管学28:415-420, 1989)

年代別下肢静脈瘤の割合

めずらしい病気ではない!!



在宅の患者さんにはむくみの患者さんが
たくさんいらっしゃいます。

利尿剤飲んで効かなければそのままになっている人も。



必要な治療

• 内科的な治療 （利尿剤やお薬の変更）

• 圧迫療法

（弾性包帯や医療用圧迫ストッキング）

• 自宅内でのリハビリテーション、マッサージ

（運動指導やフットポンプ）

• 自宅での姿勢の改善（足台の設置）



基本となるのは圧迫療法



弾性包帯

・傷があるならこちら ・毎日巻き替えが必要

・適正な圧がわからない

ジョブスト コンプリ2 エラスコット テンションガイド



弾性ストッキング



医療用の弾性ストッキングが
きつくて履けない方も

• 低圧のものから始めて、適正な圧になるまで

ストッキングを変えながら徐々に指導。

• 退院後も治療の継続が難しい方は

介護保険を利用した訪問看護師さんへ橋渡しまで

• 履けない人は「ヘルパーさんが履かせやすい」ものを

選ぶことも大切



正しい着圧、必要な着圧 ＜履けること



Doff N’ Donner

• 九州メディカルさんが販売



着圧は低いもののチューブ包帯も有効
（ソフィットVEやKチューブ）



圧迫療法前に
必ずルールアウトが必要な疾患

左心不全⇒左房圧↑

⇒肺高血圧⇒右心不全

⇒下肢浮腫

誤って圧迫療法をすると
アブナイ疾患



圧迫療法前に
必ずルールアウトが必要な疾患

• 閉塞性動脈硬化症 （ASO）

• 深部静脈血栓症 （DVT)

誤って圧迫療法をすると
アブナイ疾患



神経障害（しびれてる）も要注意

今関さんの写真

足がむくんでいるため他院受診し、
弾性包帯での圧迫を指導された。

足部の感覚障害があるため強く巻きすぎ、
足関節部に潰瘍を形成して受診。



圧迫する前に確認しましょう。

• 閉塞性動脈硬化症

• 圧迫の強さがわからない神経障害

⇒自分では巻かせない。



下腿に多いのが
むくみと静脈鬱滞による潰瘍

• リンパ漏や静脈鬱滞性潰瘍

• むくみの原因はさまざま

• 基本的にはしっかり圧迫しなければキズは治らな
いし再発を繰り返す



前半 まとめ

危ない足はどんな足？



神経障害があれば

• 普段でも大事な靴選びを

もっともっと慎重に行いましょう。
• ひどい胼胝やキズがあった人には

病院で靴を作ることも可能です。



血行障害のサインがある足に
キズがあったら

早く専門施設に
受診させてください。



感染の疑いがあれば

• 軽傷なら抗生剤投与と安静

• 中等症以上なら専門施設へコンサルト

• 虚血＆感染の場合は緊急コンサルト！！



糖尿病や透析患者の足はガラスの足

• 虚血と神経障害は二大リスク

• 少しでもキズが出来るとそこから切断に至る危険
がある。



足病変のリスク分類

Category リスク 治療方針

0 神経障害なし 年1回のフォロー

1
神経障害あり もしくは

血行障害あり
医師による3-6ヶ月おきのフォロー

適切なフットウェアの指導

2
神経障害、足変形、
血行障害が複数あり

専門医による3-6ヶ月おきのフォロー
適切な靴の選択や装具作成のための

介入

3 潰瘍や切断の既往あり
専門医による1-3ヶ月おきのフォロー
カスタムメイドのフットウェアの作成



下腿に多いのが
むくみと静脈鬱滞による潰瘍

• リンパ漏や静脈鬱滞性潰瘍

• むくみの原因はさまざま

• 基本的にはしっかり圧迫しなければキズは治らな
いし再発を繰り返す



今日から始められること

• キズのサイズ（縦×横）と写真を必ず記録

• キズが長引いたら

血行障害×骨髄炎×キズが当たっていないか

をチェック

• 硬くならないうちにアキレス腱と足趾のストレッチ



さて、後半戦！



ベースには運動器としての
足の機能障害がある

血行障害 感染 神経障害

血行障害 感染 神経障害

下肢救済
治療

重症化
予防

血行再建
血管造影、造影
CT、SPP

デブリドマン
採血、MRI、レント
ゲン、臨床診断

除圧
フェルト、TCC
短下肢装具

再発
予防

定期的なアセス
ABI、サウンドド
プラーによるスク
リーニング

清潔維持
白癬、爪変形、
フットケア

除圧
インソール、整形靴
正しい靴の選択

足の障害 筋力低下・可動域制限
レントゲンとPTによる足診察
外反母趾や扁平足障害
爪の変形や痛み
正しい靴やインソールの指導

Dr,PTによる評価
リハビリテーション
フレイル予防、痛みの予防にもつながる

発生
予防



足のトラブル

糖尿病
閉塞性

動脈硬化症
維持透析



足は健康の基盤
健康のためには歩くこと

健康寿命を延ばすためには運動が大切。

しかし運動の基本となる歩行を行うためには「足」が

健康でなければいけません。

足のトラブルはこれまで軽視されてきましたが、現在

多くの方が足のトラブルに苦しんでいます。

フットケアはフレイル、認知対策にもつながる



健康寿命とフレイル

健康
（Robust)

フレイル
（Frailty)

健常と
要介護状態の

中間 身体機能障害
（Disability)

疾患・ストレス

要介護になる
危険が高い状態

要介護

健康寿命

生物学的寿命



介護予防は足から
～フットケアでフレイル予防～

足のトラブル

精神
意欲低下・うつ

活動量低下

生活の広がり

フットフレイル
爪の変形
歩くと痛い
足がむくむ
足がだるい

歩行意欲の
低下

フット
ヘルス

トータル
ヘルス

第4段階
障害期

第3段階
歩行の

フレイル期

第2段階
足の

フレイル期

第1段階
社会・心の
フレイル期

ウォークフレイル
下肢筋力低下
可動域制限

歩行機能低下

サルコペニア
ロコモ

フレイル
代謝量の低下

足病変
歩行機能障害

寝たきり
要介護
運動障害



アクティブライフを邪魔する
爪変形の痛み

• 痛みに苦しむ“巻き爪・陥入爪患者”

⇒推定潜在患者は1000万人

⇒世田谷区に6万人いる計算に！

• 高齢者施設利用者の96.5%に

何らかの足趾の爪の異常がみられる

高齢者施設における皮膚疾患の大規模疫学調査、 皮膚真菌症遠隔

診断技術の開発、 ならびに治療指針の策定

（東京女子医大皮膚科 常深らによる東京都練馬区と大島町の

特別養護老人ホーム2件と老人保健施設1件での研究）



「フットフレイル」から始まる負のスパイラル
「フットフレイル」（足の加齢によって弱くなる）

⇒足の痛みやしびれ

⇒かばって膝や腰まで痛くなる

⇒痛いから歩かない

⇒外に出なくなる

⇒閉じこもり

⇒筋力低下

⇒うつや認知

⇒寝たきり、要介護・・・

「フットフレイル」に対して「フットケア」を行い、
負のスパイラルから抜け出す!!!



足から健康を支えてゆく。

菊池 守

忍び寄る「足の７つの老化」



７つの足の老化

足の老化

皮膚・脂肪の

乾燥と硬化

爪トラブル

動脈硬化

足の浮腫
アーチの低下

と変形

関節可動域

の低下

筋力の低下



足底の皮膚と脂肪の加齢
汗腺の密度の低下

皮膚・表皮接合部の平坦化

ケラチノサイトのターンオーバーの低下

コラーゲン線維の肥厚と硬化

乾燥し、硬く、

弾力が無くなる

角質肥厚、過角化（鶏眼）、乾燥、ひび割れ

Smith L, Cutis  1989; 43: 414–424. 



脂肪も薄く・硬く
元の形にすぐには戻らなくなる

（弾性の低下）

Hsu C C et al, Ultrasound Med Biol 2005; 31: 1423–1429.
Kwan RL et al, Clin Biomech 2010; 25: 601–605. 

⇒歩くときの衝撃を受け止められない



板の間を裸足で歩いたり、
底の薄い硬い履物を避ける

足のクッションがなくなっているのは

仕方ない

代わりに・・・
履くものにクッション性を

持ったものを選びましょう。



②爪の変形



爪変形で悩む人は多い

• 痛みに苦しむ“巻き爪・陥入爪患者”

⇒推定潜在患者は1000万人

• 高齢者施設利用者の96.5%に

何らかの足趾の爪の異常がみられる

高齢者施設における皮膚疾患の大規模疫学調査、 皮膚真菌症遠隔

診断技術の開発、 ならびに治療指針の策定

（東京女子医大皮膚科 常深らによる東京都練馬区と大島町の

特別養護老人ホーム2件と老人保健施設1件での研究）



爪はそもそも巻こうとしている。

弾性ワイヤー、クリップなど



なぜ短く切ってはいけないのか？

足ゆびの長さに合わせて切る

爪が短いと
肉に埋まりこみやすい

爪が長いと
埋まらず浮いている

短く切ると
爪の前が盛り上がって

次生える時に余計に痛い



肥厚爪、のびない爪

一度抜爪してしまうと肉に当たって伸びれない。

• 靴を必ず確認
• ダメならセラピストさんに依頼して山を越えるまで

少しずつ伸ばすしかない。



厚い爪はグラインダーがなくても
1-2週に1回やすりで削ればOK

一度病院で薄くした後は

やすりで維持しましょう。

（もちろん白癬はルールアウトした上で）



③足の動脈硬化



足の血管も動脈硬化で
「足の心筋梗塞」になります。



セルフチェック：動脈の触診

膝窩動脈と大腿動脈も！



セルフチェック：本人の症状

しびれ、痛み、冷感、
長く歩くとふくらはぎが痛い

ゆびが紫色
皮膚が冷たい
毛が無い
皮膚が乾燥

長く歩くとふくらはぎが痛くなるひとは要注意



足をあたたかく

冬場は虚血症状が進むので保温が特に大事。



④足のむくみ



「なんだか最近足がむくむ」

なんと高齢者の64％が足のむくみに

悩んでいると報告されています！



在宅の患者さんにはむくみの患者さんが
たくさんいらっしゃいます。

利尿剤飲んで効かなければそのままになっている人も。



必要な治療

• 内科的な治療 （利尿剤やお薬の変更）

• 圧迫療法

（弾性包帯や医療用圧迫ストッキング）

• 自宅内でのリハビリテーション、マッサージ

（運動指導やフットポンプ）

• 自宅での姿勢の改善（足台の設置）



セルフケア

マッサージ、ストレッチなど



ふくらはぎのマッサージも大切

アキレス腱から優しく揉み
あげるように

足のむくみの改善や
ストレッチ後の痛みの予防にも



⑤足の筋力の低下

Menz HB et al, Foot Ankle Int. 2006 
Dec;27(12):1103-8.

母趾の屈曲が32%弱くなる
2-5趾の屈曲が27%弱くなる

高齢者では屈筋腱のボリュームも
筋力も低下する。

Mickle KJ et al,J Orthop Sports Phys Ther.
2016 Dec;46(12):1065-1070



足趾伸展屈曲筋力の低下
⇒足趾に体重かけられない

• 足趾（あしゆび）の伸展屈曲の弱さ

⇒体重がかかったときに

足趾でしっかりグリップすることが出来ない

⇒バランス能力の低下

⇒転倒リスク↑



あしゆび運動で改善しましょう。



⑥関節可動域の低下

⇒ 様々な部分へのメカニカルストレスの↑

転倒リスク↑

Scott G et al, Gait Posture 2007;26:68–75. 

足関節 (12-30%↓）

母趾中足趾節関節(32%↓）

James B et al, Am J Phys Med Rehabil 1989;68:162–167
Nigg BM et al, Foot Ankle 1992;13:336–343.
Nitz JC et al, NZ J Physiother 2004;32:121–125. 



歩行時でのショック吸収↓

これだけでも痛みの
原因に!!





足関節の動きが悪いと・・

・足関節背屈制限

➡アンクルロッカーが不十分
➡前足底の足底圧↑

足底最大圧↑

・Lavery LA,et al(2002) J Am Podiatry Med Assoc,92(9)479-482
・河辺信秀(2005)プラクティス,22(5)569-574



母趾MTP関節の動きが悪いと・・

ヒールロッカー アンクルロッカー フォアフットロッカー

「観察による歩行分析」より



第１中足趾節(MTP)関節伸展制限

➡フォアフットロッカーが不十分
➡母趾底部の足底圧↑

・河辺信秀(2015)日本下肢救済足病学会誌



アキレス腱運動

正しく出来ている人は
ほとんどいません。

足関節（＝アキレス腱）が
硬くなっている人が多い



無意識にやってしまう
アキレス腱運動のズルいやり方

アキレス腱等の

硬化により足関節

の制限が起きる

背屈を出現させる

ために足部を外旋

させる

爪先が自然に

外に向いてしまう

爪先が外に向いてしまうと
アキレス腱に効きません!!



後ろの足のつま先が
まっすぐに
なるように
気をつけましょう!!



不安定になるので
壁に手を付けて
行いましょう。

アキレス腱運動



ストレッチは柔軟性
改善のための運動

力は入れない
息をこらえない

反動を使わない

アキレス腱運動



立って行うのが難しい人は
座って行う方法も試してください。

ふくらはぎの力は抜いて！

腕の力で引っ張る

腰の力は使わない



足趾のストレッチ
→足の指を柔らかく



⑦アーチの低下
足の筋肉（後脛骨筋、長腓骨筋）の
加齢変化によって扁平足が増加



甲高の足
アーチが高い

回外足

扁平足
アーチが低い

回内足
＜



扁平足低アーチ

高アーチ



推進力不足⇒足部・下腿の筋疲労、足の攣り
足趾の変形⇒外反母趾・ハンマートゥになりやすい。

アーチの低下と歩行中の過回内

Golightly YM et al, Foot Ankle Int. 2014 Nov;35(11):1159-65



推進力不足 ⇒ 足部や下腿の筋疲労
足が攣る

扁平足



扁平足

足底圧分布異常
足底剪断力の増加 ⇒ 胼胝や潰瘍



扁平足

関節の過剰運動性 ⇒ 関節や筋腱の痛み
神経の圧迫、伸展 ⇒ 前足部のしびれ



低アーチ⇒制限母趾、外反母趾



インソールでアーチを補正する

• 横方向の調整

内側アーチ、横アーチ

それぞれの調整

• ヒールの調整

踵の安定性やヒールリフト

• 素材の変更と部分的除圧

部分的に素材を変えたりへこませたり



1988年 アメリカ

TPOに合わせて使い分ける



足も「老化」する
足の「耐用年数」は約60年



足に対して何もケアをしておかなければ

「必ず」
痛みやしびれ、その他のトラブルが

起こります。



７つの足の老化
「フットが弱く変化：ふっとがよわくへんか」

足の老化

皮膚・脂肪の

乾燥と硬化

爪トラブル

動脈硬化

足の浮腫
アーチの低下

と変形

関節可動域

の低下

筋力の低下

フ：浮腫
ッ：爪トラブル
ト：動脈硬化
が：がちがちの足底
弱く：筋力低下
へん：扁平足
か：関節が硬い



足の７つのアンチエイジング

足の老化

皮膚・脂肪の

乾燥と硬化

爪トラブル

動脈硬化

足の浮腫
アーチの低下

と変形

関節可動域

の低下

筋力の低下

足の

アンチエイジング

保湿と

角質ケア

爪ケア

血行check

保温

圧迫と

マッサージ

インソールや

装具

ストレッチ

日常での

足の運動

正しい
靴

＝フットケア



７つのアンチエイジング

足の

アンチエイジング

保湿と

角質ケア

爪ケア

血行改善

保温

圧迫と

マッサージ

インソールや

装具

ストレッチ

日常での

足の運動

あ：圧迫
す：ストレッチ
け：角質ケア
あ：あたたかく
そ：装具
う：運動
ね：ネイル

（爪ケア）

「明日ケア、そうね：あすけあそうね」



足は健康の基盤
健康のためには歩くこと

健康寿命を延ばすためには運動が大切。

しかし運動の基本となる歩行を行うためには「足」が

健康でなければいけません。

足のトラブルはこれまで軽視されてきましたが、現在

多くの方が足のトラブルに苦しんでいます。

フットケアはフレイル、認知対策にもつながる



フットケアで
足元からアンチエイジング



ベースには運動器としての
足の機能障害がある

血行障害 感染 神経障害

血行障害 感染 神経障害

下肢救済
治療

重症化
予防

血行再建
血管造影、造影
CT、SPP

デブリドマン
採血、MRI、レント
ゲン、臨床診断

除圧
フェルト、TCC
短下肢装具

再発
予防

定期的なアセス
ABI、サウンドド
プラーによるスク
リーニング

清潔維持
白癬、爪変形、
フットケア

除圧
インソール、整形靴
正しい靴の選択

足の障害 筋力低下・可動域制限
レントゲンとPTによる足診察
外反母趾や扁平足障害
爪の変形や痛み
正しい靴やインソールの指導

Dr,PTによる評価
リハビリテーション
フレイル予防、痛みの予防にもつながる

発生
予防



「足を守る」ことで「健康を守る」



「足の番人プロジェクトせたがや」

×



「足の番人プロジェクト」とは？

足を守ることは健康を守ること！

足を守るためには正しい足の知識を持つことが必要
です。

本プロジェクトは「足を診て守れる人」を育てることを
通じて地域の中で足をチェックする機会を増やし、
より多くの足を助けていくためのプロジェクトです。



介護予防は足から
～フットケアでフレイル予防～

足のトラブル

精神
意欲低下・うつ

活動量低下

生活の広がり

フットフレイル
爪の変形
歩くと痛い
足がむくむ
足がだるい

歩行意欲の
低下

フット
ヘルス

トータル
ヘルス

第4段階
障害期

第3段階
歩行の

フレイル期

第2段階
足の

フレイル期

第1段階
社会・心の
フレイル期

ウォークフレイル
下肢筋力低下
可動域制限

歩行機能低下

サルコペニア
ロコモ

フレイル
代謝量の低下

足病変
歩行機能障害

寝たきり
要介護
運動障害



「足の番人」プロジェクト

病院に来れない人にも危険な足やケアの必要な足
はたくさんある。

フットケアの技術を教える学会や協会はたくさんある
が、地域や利用者に対してフットケアの医療的安全
性を担保することは難しい。

地域に根差した足の専門病院として
フットケアやフットヘルスの普及に対して

出来ることは何か？



地域に「足の番人」
を育成し

病院がサポートする
体制を確立

• 危険な足をアセスメントし、問題を早く見つけられる人
材を出来るだけ多く育てる。

• 健康に歩くための足を守るのに必要なフットケア、知識を
幅広く啓発する。

• フットケアや足を診る中で医療的な問題があった場合に
バックアップする。



「足の番人」講習会

ベーシック
コース

・足に関する基本知識の習得
（解剖生理、代表的疾患、トリアージ等）
・フットケアの基本知識
・地域連携
「どんな足は安全にフットケアできるのか？どんな足が危ない
のか？」にフォーカスした講習と介護対象のフットケア講習

アドバンス
コース

・フットケアスキルの実践（講師：委員会メンバー）
・下北沢病院にて実習（フットケア外来、ABI、SPP等
検査体験、リハビリ、装具外来等）
→医療従事者は体験、非従事者は見学を検討

マスター
コース

・地域での啓蒙活動
・足の番人育成活動

ブロンズバッジ

シルバーバッジ

ゴールドバッジ



プロジェクト1-2 「足の番人」HP

• 足の番人の方にはパスワードとアカウントを発行

• フットケアについての情報提供

• フットケアの実践動画

• 実際の症状を入力した上での

相談掲示板の運営

• 危険な足の方やそのご家族に

「あなたは受診が必要だから病院に行ってね」と

促すための材料となればと思います。

http://www.foot-project.net/



下北沢病院
（足の総合病院）

訪問診療、在宅看護
介護ステーション

在宅の方の巻き爪、胼胝のケア
在宅リハビリテーション
危険な足の患者の相談と

受診受け入れ

• 足に関わる診療をすべてカバーできる体制
• 足のトラブルに対するバックアップ病院
• 定期的な足に関する公開講座（月1-2回ペース）
• フットケアに関する医療関係者への教育・研修の受け入れ
• フットケアに関する施術レベルの担保（認定制度）

訪問フットセラピスト
正しい足のケア

巻き爪や胼胝の施術
リスクのある足の相談

靴専門店

正しい靴教育
正しい靴選び

外反母趾や巻き爪の相談

学校教育
正しい靴選び

足健診プロジェクト
指定靴の問題提起

療養型施設
フットケアをすべての施設で

研修システムの提供
サービスの紹介

地域への病院としてのサポート体制



ご清聴ありがとうございました。



創傷を分類する



創を観察するポイント

• 壊死組織があるか？

• 感染があるか？

• 傷の深さは？

• 浸出液の量は？

• 良好な肉芽が形成されているか？



TIMEそれぞれへの治療

壊死組織や
活性のない組織

感染と炎症
湿潤の

アンバランス
治癒が進まない

創縁

T I M E

デブリードマン
感染の

コントロール
浸出液の

コントロール
創の収縮
上皮化



外用剤の基剤による分類

基剤の分類 基剤の種類 代表的製品

疎水性基剤 油脂性
鉱物性

動植物性

ワセリン、プラスチベース

植物油、豚脂、ろう類

アズノール軟膏
プロスタンディン軟膏

亜鉛華軟膏

親水性基剤

乳剤性

水中油型
親水軟膏 オルセノン軟膏

ゲーベンクリーム

油中水型
吸水軟膏

親水ワセリン
リフラップ軟膏

ソルコセリル軟膏

水溶性
マクロゴール軟膏（吸水性）

ソルベース軟膏

アクトシン軟膏
カデックス軟膏

ブロメライン軟膏
ユーパスタコーワ軟膏

懸濁性 ハイドロゲル基剤 ソフレットゲル

国立病院機構鹿児島医療センター 松下 茂人先生スライドより改変



浸出液の量による外用薬の選択
油脂性 乳剤性

浸出液の量
適正

保湿

浸出液の量
少ない

乾燥気味

保水



浸出液の量による外用薬の選択

水溶性

浸出液の量
多い

感染などどろどろ

吸水



壊死組織がある場合

• 皮膚と皮下組織に壊死が生じている。

• 深部で浸出液の貯留や細菌感染を

起こしている可能性がある。

外科的デブリードマン
（壊死組織の切除）

壊死組織や
活性のない組織



虚血肢は例外です！！





化学的デブリドマン

• 外科的デブリドマンができない時の

壊死物質の除去に有効

• 主作用：

パイナップル酵素で壊死物質

を融解

• 水溶性基材

（浸出液を吸収除去、

吸湿性高い）

• 黒色痂皮に割を入れて塗布し

浸軟させるイメージ

壊死組織や
活性のない組織

（ブロメライン軟膏）



感染に対して

頻回洗浄!!
＋

ヨウ素製剤や銀製剤で感染をコントロールしてやる。

感染と炎症



• 砂糖を基材とした水溶性軟膏
で吸湿性が高く、浸出液を
吸収除去する。

• 主作用：殺菌作用+浸出液
吸収+浮腫軽減

• 感染創において浸出液を吸い、
感染の進展を予防する。

イソジンシュガー
（ユーパスタ軟膏）

感染と炎症



• 水溶性軟膏でヨードを含有し
水分量が多い

• 主作用：殺菌作用

• ユーパスタやカデックスより水分
吸収が少ない

• 水溶性

イソジンゲル感染と炎症



軟膏分包

カデキソマー・ヨウ素
（カデックス軟膏）

軟膏 外用散

カデキソマー（ポリマー）が水分を吸収するに伴いヨウ素が
除々に放出され、持続的な殺菌作用を発揮する。

カデキソマーは高い吸収能を有し、滲出液、
粘性壊死組織（slough）、起炎物質、
細菌等に対する吸収・吸着に優れ、
潰瘍面の清浄化を図る。

感染と炎症



スルファジアジン銀製材
（ゲーベンクリーム）

• 乳剤性基材

（冷却作用、水洗しやすい、のびがよい）

• 主作用：殺菌・抗緑膿菌作用

• 壊死組織を融解させる

• 感染創、熱傷に有効

• イソジンと主剤が反応するため 併用不可

感染と炎症



ポリウレタンフォーム薄型湿潤の
アンバランス

• 追従性が良い
• ゲル化しない
• 自着性あり皮膚にも

優しい
• 真皮までの浅い欠損に

使用

1cm×1cmで7円



自着性ポリウレタンドレッシング
ハイドロサイト薄型

ポリウレタン背面フィルムとポリウレタン吸収層の2層構造からなるフォーム材。
吸収性があり、ゲル化しないことから、創部をクリーンな状態に保ちつつ、
治癒に最適な湿潤環境をつくります。また薄く、柔軟で伸縮性が高いため、
屈曲部等の可動部位でも動作の妨げにならず、
患者様のQOL向上に貢献するドレッシング材です。

湿潤の
アンバランス



ソフトシリコン・ポリウレタンフォーム
メピレックス

ドレッシング交換時の痛みを軽減する
やわらかいポリウレタンフォーム

湿潤の
アンバランス



ハイドロコロイド系

• いわゆるストマの面板のイメージ

• ハイドロコロイドがちょっとべたべた

しちゃう。

• 初期からある創傷被覆材

• 端っこから漏れてくるので創部

より大きめに貼る

• 浸出液多い創部には向かない

湿潤の
アンバランス



ハイドロコロイドドレッシング材
（デュオアクティブET）

• 浅い傷に使用

• 親水性コロイドとポリウレタンフィルム

• 浸出液をゲル状の部分に保持し湿
潤環境を作る。

• 外層はポリウレタンフィルムで

水分を透過しない。

• 擦り傷、びらんなどには最適。

• 浸出液の多いときには不適。

湿潤の
アンバランス

1cm×1cmで7円



デュオアクティブCGF
(ハイドロコロイド材）

• 厚めの親水性コロイドとウレタン層

そしてポリウレタンフィルム。

• ほぼ効果としてはETと同様。

• ETよりも浸出液が若干多くても大

丈夫です。

• これも剥がす時に注意すること。

• 親水性コロイドは、ストマの面盤と

ほぼ同様の成分です。

湿潤の
アンバランス



銀含有ハイドロコロイドドレッシング材

（バイオヘッシブAg）

ハイドロコロイドが浸出液を吸収・

保持し創傷治癒に適した湿潤

環境を形成するとともにハイドロ

コロイド中に含まれる抗菌剤が

創傷面へ抗菌効果を発揮する

ことで創傷治癒に適した環境を

作り出す。

湿潤の
アンバランス



フォーム系湿潤の
アンバランス

• ゲル化しない
• フォームの部分に水分を

吸収するためやや浸出液が
多い創部向け

• 浸出液が見えるようになって
いるためそれを見ながら
交換時期を決められる

• 周囲に粘着剤がついて
一枚で完結できるもの多い



ポリウレタンフォームドレッシング材
（ハイドロサイト）

• 3層構造の親水性ポリウレタンド
レッシング。

• 創部接触面は非固着性で剥がし
やすく創面を損傷しない。

• 浸出液をスポンジ状の部分に
保持し湿潤環境を作る。ゲル化
せず創面に残らない。

• 外層はポリウレタンフィルムで
水を通さず水蒸気を透過。

• 自重の10倍の浸出液を吸収。
• クッション性に富み圧力を軽減。
• ガーゼは不要です。

湿潤の
アンバランス

1cm×1cmで12円



ポリウレタンフォームドレッシング材
（バイアテン）

• 独自の3D構造ポリマーによるポリウ
レタンフォームドレッシング

• 創部接触面は非固着性で剥がし
やすく創面を損傷しない。

• 浸出液をスポンジ状の部分に
保持し湿潤環境を作る。ゲル化
せず創面に残らない。

• 外層はポリウレタンフィルムで
水は通さず水蒸気は透過。

• クッション性に富み圧力を軽減。
• ガーゼは不要です。

湿潤の
アンバランス

1cm×1cmで12円



写真提供（※1）：大阪府済生会吹田病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 間宮 直子

ハイドロサイト™ AD プラスハイドロサイト™ プラス ハイドロサイト™ ADジェントル

™はスミス・アンド・ネフューの登録商標です。

過剰な滲出液をしっかり吸収

ハイドロサイト™ シリーズ

ずれやすい部位に 脆弱な皮膚カットして使いたい

写真提供（※2）：九州大学病院 皮膚･排泄ケア認定看護師 原田 起代枝

(※1) (※2)

©S&N

1cm×1cmで12円



親水性ポリウレタンフォームドレッシング

ハイドロサイト® AD ジェントル

過剰な滲出液はしっかりコントロール、滲出液が少なくなってきた創にも
適度な湿潤環境を提供できる高親水性ポリマーを配合したフォーム材です。

ドレッシング交換時に伴う痛み・刺激から皮膚を守るシリコーンゲル。
脆弱な皮膚や痛みに敏感な患者さまにやさしい粘着剤です。

湿潤の
アンバランス



一体型ソフトシリコン・
ポリウレタンフォームドレッシング

メピレックスボーダー

メピレックス® ボーダーは、創部とその周辺皮膚の痛みや組織損傷を軽減する、
一体型のフォームドレッシング材です。褥瘡や足潰瘍、外傷などの、
中程度から多量の滲出液の創傷治癒に適切な環境を維持します。

湿潤の
アンバランス



親水性ポリウレタンフォームドレッシング

バイアテンシリコーン

バイアテン シリコーンは優れた吸収力と保持力をもつ非粘着性のポリウレタンフォーム部と
剥離刺激の少ないシリコーンゲル粘着を持つ創傷被覆・保護材です。
ボーダー部にシリコーンゲル粘着を有し創傷周辺皮膚にやさしく粘着し、
除去時の剥離刺激を抑えます。やさしい付け心地でありながら創面にしっかりとフィットします

湿潤の
アンバランス



ファイバーふわふわ系湿潤の
アンバランス

• 皮膚欠損、浸出液やや
多めの創部に対して使用

• ポケットに充填も可能
• ゲル化しちゃうため

単独では使用できない



ハイドロファイバー
（アクアセル）

• ハイドロコロイドを
繊維状にしたもの。

• 吸水性が高い。

• 融解しない。

• 創面の湿潤環境を
保つ。

湿潤の
アンバランス

1cm×1cmで12円



銀含有ハイドロファイバー
（アクアセルAg）

感染を引き起こす可能性が高く、滲出液を伴う創傷

• ハイドロコロイドを
繊維状にしたもの

• 吸水性が高い

• 融解しない

• 創面の湿潤環境を
保つ

湿潤の
アンバランス

1cm×1cmで12円



アルギン酸塩被覆材
（ソーブサン）

• アルギネート材

（昆布から出来ている）

• 浸出液を吸収してゲル化

し湿潤環境を作る

• リボン状でポケットにも

充填しやすい

• 止血効果があり外傷で

結構便利

湿潤の
アンバランス

1cm×1cmで12円



アルギン酸塩被覆材
（カルトスタット）

• アルギネート材

（昆布から出来ている）

• 浸出液を吸収してゲル化

し湿潤環境を作る

• 乾いたときには生食で濡

らして剥がすこと

• 止血効果があり外傷で

結構便利

湿潤の
アンバランス

1cm×1cmで12円



感染リスクの高い創傷に銀の安心感。
アルギン酸の高い吸収力に、銀イオンの抗菌作用があります。

銀含有アルギン酸塩ドレッシング
（アルジサイト銀）

湿潤の
アンバランス

1cm×1cmで7円



銀含有ハイドロファイバーによる
フォームドレッシング

（アクアセルAgフォーム）

感染を引き起こす可能性が高く、滲出液を伴う創傷

• シリコーン層、アクア
セルAg層、フォーム
層、外層の4層から
なるフォームドレッシ
ング

湿潤の
アンバランス

1cm×1cmで12円



湿潤の
アンバランス

浸出液の量や部位で
使い分け



ポリウレタンフォーム薄型湿潤の
アンバランス

• 追従性が良い
• ゲル化しない
• 自着性あり皮膚にも

優しい
• 真皮までの浅い欠損に

使用

1cm×1cmで7円



ハイドロコロイド系

• いわゆるストマの面板のイメージ

• ハイドロコロイドがちょっとべたべた

しちゃう。

• 初期からある創傷被覆材

• 端っこから漏れてくるので創部

より大きめに貼る

• 浸出液多い創部には向かない

湿潤の
アンバランス

浅い

深い



フォーム系湿潤の
アンバランス

• ゲル化しない
• フォームの部分に水分を

吸収するためやや浸出液が
多い創部向け

• 浸出液が見えるようになって
いるためそれを見ながら
交換時期を決められる

• 周囲に粘着剤がついて
一枚で完結できるもの多い



ファイバーふわふわ系湿潤の
アンバランス

• 浸出液多めの創部に
対して使用

• 陥凹・ポケットに充填も可能
• ゲル化しちゃうため

単独では使用できない



ポリウレタンフォーム薄型

ハイドロコロイド系

フォーム系

ファイバーふわふわ系

浅・少

深・多

1cm×1cmで7円

1cm×1cmで12円



銀（Ag)が入って感染予防

• 抗菌作用の銀含有で創傷の

感染予防

• でも基本は感染創には

湿潤閉鎖療法は×ですよ。

湿潤の
アンバランス



TIME理論

Tissue 
Nonviable or 

Deficient

Infection and 
Inflammation

Moisture 
imbalance

Edge of 
wound not 
advancing

T I M E

壊死組織や
活性のない組織

感染と炎症 湿潤のアンバランス 治癒が進まない創縁

外科的デブリドマン



プロスタンディン軟膏

• 油脂性基材

創面の保護作用

水洗で落ちない

• 主作用：PGE1の血管拡張

血流改善

肉芽形成作用

• 出血性疾患患者には禁忌

• 感染に弱い印象

治癒が進まない
創縁



アクトシン軟膏

• 水溶性基材

吸湿性高い

浸出液を吸収除去

刺激感あり

• 主作用：血管新生促進、
肉芽形成促進。

• 良性肉芽が盛り上った時
点での創収縮が著明。

• 冷所保存。

治癒が進まない
創縁



フィブラストスプレー
（bFGF：サイトカイン製剤）

• ヒト塩基性線維芽細胞増殖因子を
主成分とする新しい皮膚潰瘍治療剤

• 主作用： 血管新生作用
肉芽形成促進作用
潰瘍面積縮小作用

• 冷所保存、2週間の使用期限

1本（500μg）あたり
約10800円！！

５噴霧で約647円!!

進まない創縁



ゲンタシン（ゲンタマイシン）
軟膏

• 抗生剤（ゲンタシン）の入った
油脂性軟膏

• 特にアイデアがないときに使用
• 「まぁ抗生剤軟膏でも使っとくか…」
• 毒にも薬にもならん感じ

その他



リンデロンVG軟膏

• ステロイド＋抗生剤の入った軟膏
• 湿疹やかぶれに使用
• テープかぶれにも
• 過剰な肉芽も抑えてくれる
• 虫刺されにもいい。

その他



エキザルベ

• 混合死菌浮遊液+
ステロイド。

• 湿潤・びらんを伴う
湿疹、熱傷、術創。

• 感染創、真菌症に
は禁忌。

その他



ヒルドイドソフト
（ビーソフテン）

• 保湿剤
• ヘパリン類似物質という謎の成分
• ハンドクリームにも結構いい
• どうも瘢痕もきれいにしてくれると

いう噂
• 老人のカサカサした肌などのお風呂

上り、処置時にたっぷりと。

その他



浅い創部は痛みが強いので・・・

フィルムや創傷被覆材を併用して疼痛を緩和



ソフラチュール

• アミノグリコシド系抗生剤のついた

メッシュ

• 昔はすりきずや熱傷によく使われて

ましたが、創面に固着してしまうた

め剥がす時は超痛い上に出血。

• 形成外科医は植皮の時に植皮片

を並べるのにいまだ重宝してます。

外用剤として処方する
「お薬」に分類されています。

その他



トレックスガーゼ

• 単なるシリコンガーゼ
• 植皮や術後すぐの皮弁などガーゼが

固着したら困る創に使用する
• ゲンタシンやプロスタンディン軟膏と

一緒に使用
• だいたいクーパーでちょうど良い大き

さに切って使用する
• ひらひら落ちる o(´д`)o
• その上にガーゼを置いて固定。

その他



エスアイエイドメッシュ

• トレックスとほぼ同じ用途

• シリコンゲルで少しだけ
固着するので使いやすい

その他



エスアイエイド

• 皮膚や創傷面への刺激が少ない

シリコンゲルと浸出液の吸収剤

• 剥がす時は痛くない上に軽くは密

着するのでズレない。

• いい形にカットして使ってください。

• 比較的浸出液が少ない創の処置

によく使います。

薬局で販売されるドレッシング材なので安価

その他



メピレックストランスファー

• ドレッシング交換時の「痛み」や「組

織損傷」を軽減します。

• 薄くてやわらかく、追従性が高いた

め、体の屈曲部にも快適に使えま

す。

• 皮膚の凹凸部に密着することで、

創縁をしっかりシーリングし、創周囲

の浸軟リスクを軽減します。

• 二次ドレッシングを交換するだけな

ので、創部を刺激せず、多量の滲

出液が容易にコントロールできます。熱傷被覆・保護材

その他



壊死組織や
活性のない組織

感染と炎症
湿潤の

アンバランス
治癒が進まない

創縁

T I M E

外科的デブリドマン

たくさんの軟膏と創傷被覆材



でも・・・ 化粧品の種類よりよっぽど少ないはず


