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るとなかなか治癒あるいは回復へ向かわせ

ることが難しく，負のサイクルに入り込む。

　本稿では，終末期における特殊性から少

しでも負のサイクルに至らないために，褥

瘡・スキンケアに対しどのような予防策が

重要であるか述べたい。

基本のスキンケアが予防の要
　まず重要なのは，皮膚が本来の機能を発

揮してくれるようメンテナンスをするとい

うことである。成人の皮膚は，畳約１畳分

（1.6ｍ2）で重さ約３kg，脳（約1.4kg）や

肝臓（約２kg）よりも重い臓器で，肝臓

は２分の１切除しても命に別状はないが，

皮膚は３分の１ダメージを受けると死に至

ると述べられており１），皮膚は人間にとっ

て最大の臓器であると言われる。さらに，

皮膚全体に病変が起これば発熱や全身への

影響が生じ，内臓に疾患がある場合にも皮

膚にさまざまな変化が生じるため，皮膚は

「内臓の鏡」とも言われる２）。

　皮膚は，表皮，真皮，皮下組織から構成

され（表１），スキンケアによる効果が得

られるのは表皮から真皮に至る皮膚の浅い

　私は５年前，父を看取った。その際，父

の臀部には褥瘡が発生し，両上腕はスキン

ケアによる外傷があった。棺に納める時，

「あなたの専門なのに治せなかったね」と

母が何げなく言った言葉は，今でも私の胸

を締め付ける。

　終末期は，「病気の回復が期待できず死

を予測できる時期」としてとらえることが

できるが，褥瘡や皮膚の状態においては負の

要因・要素が多くなり，皮膚が破綻し始め
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表皮細胞，色素細胞，アレルギーに関
係するランゲルハンス細胞で構成。体
の殻としての役割だけでなく，免疫学
的にも重要な役割を果たす。表皮細胞
は角層をつくり，身体をラップし，皮
膚のなめらかさ・かさつき・すべすべ
を決定する重要な役割を持つ。

大部分はコラーゲンで構成され，建物
に例えると鉄骨のような組織の形態を
保つ線維と，エラスチンというゴムの
ような弾性を与える線維でできてお
り，すきまにヒアルロン酸などのムコ
多糖類がたっぷりと水分を含み埋めて
いる。皮膚の張り・伸び，弾んだ皮膚
は，真皮の構造により左右される。

皮下脂肪を含み，クッションの役割や
体温保持の役目を果たす。

機能

表皮

真皮

皮下組織

皮膚の構造
表 1 ● 皮膚の機能とその働き

宮地良樹：皮膚の常識・非常識 知的なスキンケア　Ｑ＆Ａ改定版，
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部分とも言われる２）。

　表皮は角層，顆粒層，有棘層，基底層か

ら成り，外側に角層があり，その外側は皮

脂膜で覆われている（図１）。角層とは，

表皮細胞が「角化」という変化を起こし，

身体の外側にラップのような殻を形成す

る。角化した細胞がレンガのようにびっし

りと積み重なり，その間は脂質で埋められ

ている。この外側に，毛孔に開口する皮脂

腺から出た油や汗や水蒸気が混ざり，皮脂

膜という天然のクリームをつくる。角層は

体の鉄板で，皮脂膜はワックスのような役

割を果たす。皮脂膜によって皮膚表面は

pH4.5 〜６程度に保たれているため，細菌

や真菌の侵入を防ぐなどのバリア機能を有

する。このバリア機能の破綻がさまざまな

弊害＝スキントラブルとなる。

　つまりスキンケアの要は，ドライスキン

や浸軟（ふやける）など，表皮の欠損を予

防することと言える。基本となるスキンケ

アは，①皮膚からの刺激物，異物，感染源

などを取り除く「洗浄」，②皮膚と刺激物，

異物，感染源などを遮断したりする「被覆」，

③角質層の水分を保持するための「保護」，

④皮膚の浸軟（ふやけ）を防ぐための「水

分の除去」である。

　皮膚のターンオーバーは約28日周期で，

基底層から新しい細胞が生まれ，表面に押

し上げられるということを繰り返している

（図１）。故に，スキンケアは１日や数日そ

こらのケアで改善するものではなく，常日

頃からのケアが必要なのである。

終末期における褥瘡の影響
　では，終末期と褥瘡の発生には，どのよ

うな関係があるのだろうか。図２は，褥瘡

になりやすい要因関係をまとめたブレーデ

ンスケールと終末期によく起こる主な身体

症状を照らしたものである。

　終末期には，「痛み」や「だるさ・動け

ない」「息苦しさ」などが必発する。こう

した症状は，活動性の低下・可動性の低

ターンオーバーのイメージ図正常な皮膚 皮膚のバリア機能が
破綻した状態
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中川ひろみ：褥瘡のスキンケア，宮地良樹，溝上祐
子編：褥瘡治療・ケアトータルガイド，P.167，照
林社，2009.，第一三共ヘルスケアホームページ：
肌あれの原因を参考に作成

図１ ● 皮膚の構造とバリア機能の破綻
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下，あるいは摩擦とずれに関係し，圧迫の

程度を増すほか，持続時間も長くする。痛

みが強いために「左側臥位しか取れない」

や，呼吸苦のために「頭側挙上を維持しな

くてはならない」といった状態である。

　さまざまな要因が絡み合い，浮腫や腹水

といった症状も出現する。浮腫や腹水で

は，下肢や腹部が重くなり，自由に体位変

換ができなくなり，臀部を持ち上げきれな

いままずらすこともあり，臀部褥瘡にも至

りやすい。さらに，痛み・息苦しさは食欲

不振となり，低栄養状態が深刻となる。また，

治療の副作用として吐き気・嘔吐も起こ

り，食欲不振をさらに増強させる。低栄養

は組織の耐久性を阻害するため，褥瘡発生

はもとより，悪化を増長させることになる。

　このほか終末期では，息苦しさ緩和のた

めの酸素吸入，治療や栄養管理のための輸

液，排泄管理のための尿管カテーテルの使

用など，医療関連機器を装着する機会が増

すため，医療関連機器圧迫創傷（MDRPU：

Medical Device Related Pressure Ulcer）

も見逃すことができない（図３）。マスク

やカテーテルなどの固定の仕方に留意が必

要である。

　終末期においては，「心臓・肺・腎臓・

肝臓などの主要臓器が機能不全に陥り，全

身の血液灌流が低下する。人体を覆う最大

の臓器である皮膚への酸素供給・栄養・水

分バランスが乱れる。その結果，皮膚は乾

燥して菲薄化し，バリア機能が低下して外

的刺激を受けやすく，様々なスキントラブ

ルが生じる」３）という特徴がある。一つの症

状が次なる症状を引き出し重なるといった，

負の連鎖に至る。負の連鎖は「死」という不

安や恐れに加え，痛みなどの耐えがたい身体

症状を招くため，可能な限り負の連鎖に至ら

ないよう予防対策を講じる必要がある。

ブレーデンスケールによる褥瘡発生要因 終末期における
身体の主症状

痛み可動性の低下

圧迫の程度と
持続時間

組織の耐久性

内因性要因

外因性要因

活動性の低下

知覚障害

過度の湿潤

摩擦とずれ

栄養低下

加齢

低血圧

低酸素血症

その他（臓器障害など）

だるさ・動けない

浮腫・腹水

息苦しさ

吐き気・嘔吐・
唾液分泌低下

褥瘡発生

図２ ● 褥瘡発生の危険要因と終末期の身体的症状との関連
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終末期患者における 
褥瘡予防ケアとスキンケア
　終末期にある患者は皮膚を含め多臓器の

機能が低下し，亡くなる２〜６週間前まで

に50％以上の患者で何らかのスキントラ

ブルが発生すると指摘される４）。ただし，

褥瘡発生やスキントラブルを予防するケア

や改善するケアが，患者の苦痛を増すこと

にもなりかねないこと（表２）をしっかり

と考察しなくてはならない。そこで，緩和

的スキンケアの視点を持ってケアすること

が重要となる（表３）。

まとめ
　傷があれば，どうしても「小さくする」

「治す」ことが一義とされやすいが，終末

期における褥瘡では「治しきれない褥瘡が

あること」を認識することが重要である。

残された大切な時間をどのように過ごすこ

とが，患者・家族のQOLを高めることにつ

ながるかを最優先しなくてはならない。
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３Ｍホームページ：トピックス４：医療関連機器圧迫創傷（MDRPU）対策

•病状によっては予防が困難である
•多くは治りにくく慢性的な経過をたどる
•進行・悪化する創傷もある
•治癒による影響を受けやすい
•局所ケアが苦痛になる場合もある
•局所症状は日常生活に影響する

表２● エンドオブライフにおけるスキントラブルの特徴

松原康美：エンドオブライフにおけるスキンケア，日本創傷・オストミー・
失禁管理学会編：スキンケアガイドブック，P.180，照林社，2017.
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•患者が気になっていることや，処置に伴う苦痛などへの対応を図る
•痛みや出血を伴う場合は，吸収性能の高いドレッシング材を選択する
•創のサイズ・肉芽の色調を観察する
•創サイズが同等で，滲出液の粘性変化などがある場合は，クリティカル
コロナイゼーション（臨界的定着）の場合もあるので，創洗浄方法の検
討や外用薬の検討を行う

•創感染は，終末期では免疫力の低下に伴い敗血症に至る場合もあるの
で，感染徴候の観察が重要である

•創感染の予防には洗浄が重要であるが，洗浄液が「しみる」「痛い」場
合には，生理食塩水を用いることで痛みを和らげることもある

•滲出液が多い場合には，創周辺皮膚に撥水性クリームや液状皮膚被膜剤
を用い，皮膚保護に努る

•脆弱な皮膚では，医療用テープやドレッシング材の剝離の際に皮膚損傷
（スキン-テア）を起こす可能性があるため，ソフトシリコーンなどの非
固着性のものを使用する

•創傷ケアのために体位変換を行うことが苦痛になることが多い。ほかの
ケアと同時に行うなど，ケア時間をできる限り短くする

•状態の変化に応じて日々の状況が異なるので，「創を必ず治す」ではな
く，「つらい」「痛い」が増強しないことを優先したケアを実践する

•創からの滲出液量や検査データ，胸水・腹水の貯留，浮腫，嘔吐，呼吸
困難感，倦怠感などの有無と水分・栄養管理の調整を図る

ケア内容や方法

局所症状のコントロールを
図る

創傷・スキントラブルの悪
化を最小限にする

局所の感染を制御する

新たなスキントラブルが生
じないようにする

スキンケアは可能な限りシ
ンプルかつ短時間で行う
状態変化時はケアの方法を
検討する
病態に見合った水分・栄養
管理を考慮する

ケアの視点
表３ ● 緩和的スキンケアの視点とその方法

松原康美：エンドオブライフにおけるスキンケア，日本創傷・オストミー・失禁管理学会編：
スキンケアガイドブック，P.183～185，照林社，2017.を参考に作成
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