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皮膚の最大の役割はバリア機能にあり！
　IADのことを理解するために、まずは皮膚の役割や構造
について知りましょう。皮膚の最大の役割は、外的刺激から
体を守るバリア機能です。皮膚は大きく表皮・真皮・皮下組
織（皮下脂肪）からなり、さらに表皮は４つの層で構成されて
います。表皮の一番下の基底層では日々新しい細胞が生ま
れ、分化した細胞がレンガのように積み重なって、表層へと
押し上げられていきます。最も表層の角質層は、水分保持機
能を持つセラミドなどの脂質で細胞と細胞の間が埋め
られており、さらに皮脂腺から出された皮脂や汗などで
表面をコーティングされています。
　つまり健康な皮膚では、水分の蒸散を抑えて、外的
刺激から保護する皮脂膜（１次バリア）と、皮膚内の水
分を保持して潤いを保つ角質層（２次バリア）の２つの
バリアが機能しているのです（図１-①）。

加齢とともに皮膚は薄く、ドライになる
　それに対して、高齢者の皮膚はどのような状態にあ
るのでしょうか？まず加齢とともに細胞分裂の能力が
低下し、表皮が薄くなります。またターンオーバー（生ま
れた細胞が表層まで押し上げられ、垢となって剥がれ
落ちるまでの周期）も遅くなるため、角質層が古く厚ぼ

ったくなります。加えて細胞間脂質が減少した上、毛包や皮
脂腺からの汗や皮脂の分泌が低下し、表皮の潤いが保たれ
なくなります。さらに真皮内のコラーゲンやエラスチンとい
った線維や皮下脂肪も減って弾力性がなくなり、物理的刺
激に弱くなります。皮膚が薄く、ドライスキンで、バリア機能
や物理的抵抗力が落ちている――これが高齢者の皮膚の
特徴です（図１-②）。
　そして、こうした高齢者特有の肌が、尿や便の水分によ
って浸軟することで引き起こされるのがIADなのです。

今、知っておきたい

IAD（失禁関連皮膚炎）
その予防のための
スキンケアとは？
超高齢社会を迎えた今、褥瘡やスキンテア（皮
膚裂傷）など、高齢者特有の皮膚障害への対応
は、医療者のみならず介護関係者にとっても見
過ごせない問題となっています。近年、注目され
ている IAD（Incontinence-Assosiated 
Dermatitis 失禁関連皮膚炎）もそのひとつで
す。IADのメカニズムとケアについて、日本看護
協会の溝上祐子先生に教えていただきました。
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①正常な皮膚 ②バリア機能が低下した高齢者の皮膚
皮膚断面図



浸軟している皮膚

外から、内から！IADで起こる２つの損傷
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日本看護協会が認定した皮膚・排泄ケア認定看護師
は、皮膚・排泄ケアのエキスパートで、WOCナースと
も言われています。WO CはW o u n d（創傷）、
Ostomy（ストーマ）、 Continence（コンチネンス：
排泄がコントロールできた状態）の頭文字。IADなどの
スキントラブルについても確かな知見をもち、医療現
場で実践・指導・相談にあたっています。

高齢者の脆弱な皮膚が
浸軟することでIADに！

　IADは、その名の通り、尿失禁や便失禁で、排泄物が
皮膚に接触することにより起こる皮膚炎であり、おむつ
をすることが常態化した高齢者にとって深刻な問題とな
っています。高齢者の肌は、バリア機能が低下し、体内の
水分が蒸散しやすい一方、尿や便の成分が細胞の隙間
から浸み込みやすくなっています。そもそもおむつ内は
蒸れやすい環境です。よって、皮膚の浸軟（ふやけ）が起
こりやすく、さらに尿や便の過度の水分が加わると細胞
が膨潤し、細胞の結びつきがよりルーズになってしまいま
す（図２）。結果、たとえば便に含まれた消化酵素などの
刺激物が真皮層にまで浸透し、皮膚表面だけではなく、
組織の内側からも傷害されてしまうのです（図３）。また
浸軟した皮膚は、摩擦やずれといった物理的な力がほ
んのわずか加わるだけでも大きなダメージを受けます。
すぐに発赤やびらんなどができてしまいます（写真１）。

IAD予防に大切な、
自立排泄への取り組み

　では、IADを予防する上で、何が大切になるのでしょう
か？まずは自立排泄への取り組みです。浸軟のもととな
る尿、軟便・水様便の排泄はおむつにではなく、やはりト
イレで行うことが望ましく、排尿・排便コントロールに力
を入れて、自立排泄を支援することがIAD予防の近道
だといえるでしょう。とはいえ、ADLの低下や下痢を免
れない疾患を抱えた方の場合、おむつはどうしても欠か
せません。そこで徹底したいのが予防的スキンケア、そ
して正しいおむつの選定と使用です。

IADの予防・管理のための
実践的なテキスト
『IADベストプラクティス』
（照林社）

尿失禁・便失禁ケアの
ポイントがわかる
『排泄ケアガイドブック』
（照林社）

What is Incontinence -Assosiated Dermatitis?I A D
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写真１  浸軟した皮膚
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皮膚・排泄ケアのエキスパート WOCナース
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ご存知ですか？

おむつ使用高齢者の大敵
IADのメカニズムとケアについて知ろう！

WOCナースも使う
テキストです。

ぜひ介護スタッフの
皆さんも一読を！

皮膚表面の組織損傷 内部の組織損傷

接触した
箇所が
炎症に！

消化酵素や
細菌が侵入

組織傷害や
出血が！
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IAD予防のためのスキンケア。
「洗浄（清拭）」「保湿」さらに「保護」の徹底を！

洗浄（清拭） 1日1回は洗浄剤を用いて陰部・殿部の洗
浄を行いましょう。その際、ごしごし擦ることは禁物で
す。浸軟してバリア機能が低下した肌を擦ると、それだ
けでIADリスクは高まります（写真２）。洗い流したあと
は、丁寧な押さえ拭きを。とくに鼠径部や臀裂部は蒸れ
やすく、水分が残ると、カンジダ症などの真菌感染が起
こりやすくなります。しわの間も丁寧に伸ばして行いまし
ょう。拭きとりには、ソフトで吸水性が高く、使い捨てタイ
プの製品が適しています。洗いざらしたタオルは物理的
刺激が強く、感染面でも不安が残るので避けましょう。ま
た清拭はおむつ交換ごとに行います。柔らかく、摩擦抵
抗の少ないおしり拭きなどを用い、擦らずやさしく拭きと
ってください。

保湿 保湿は洗浄とセットで行うのが鉄則です。お風呂
上がりに保湿クリームを塗る方は多いと思いますが、お
湯に浸かった肌は水分が蒸散しやすい一方、いわば浸軟
した状態でもあり、浸透・吸収力が高まっています。洗浄
直後は、保湿に最適なタイミングなのです。高齢者のス
キンケアも同じこと。手早く、まんべんなく保湿ケアを行
ってください。その意味で、保湿剤はのびがよく、さーっ
と肌表面に広がる水溶性のものがおすすめです。
保護  便が皮膚に付着したり、皮膚の水分蒸散を防ぐた
め、皮膚表面をバリアする保護剤の塗布も重要です。と
くに軟便・水様便などのIADリスクの高い方には欠かせ
ません。洗浄・保湿・保護がオールインワンになったタイ
プの製品も便利だと思います。

IAD対策では、おむつの
選び方、使い方も大切な鍵

選び方  吸収性・通気性がよく、摩擦・ずれを軽減する
高機能な製品がよいでしょう。その方の１日の排尿量や
体形に合った容量、サイズを選ぶことも大切です。
使い方 モレが心配だからといって、パッドを何枚も重ね
付けするのはやめましょう。いくら通気性が高い製品で
も、重ねることで通気性を損ない、浸軟を助長するから
です。交換の際に、ひっぱって外すのも禁物です。ギャザ
ーが鼠径部にフィットしているかどうかもよくチェックし
ましょう。

スキンケアは日中に！夜間は十分な睡眠を！
生活リズムを整えましょう

　吸収量の多いおむつを選択し、夜間はぐっすり眠れる
ような環境づくりも大事です。そのためにも洗浄などの
スキンケアはぜひ日中に行ってください。朝は太陽の光
を浴びて目覚め、昼は活動したり、スキンケアを行って、
夜は良眠を確保する――生活の中にタイミングよくケア
をとりいれて、１日の生活リズムを整えることは認知症
予防の観点でも大切です。

確かなケアで、スタッフの負担軽減と
高齢者のQOL向上を実現する

　ひとたびIADが発生すると、痛み・かゆみがひどく、大
変つらい思いをされます。ケアをする側もIADを発生さ
せた自責の念にかられる上、その後のケアにはいっそう
慎重にならざるを得ず、さらに労力もかかります。結局、
日々の予防的なケアと、高機能な製品を適正に使うこと
が最良の対策となるのです。
　昨今の働き方改革の流れの中で、医療者の労働時間
短縮が進んでおり、今後は医療的ニーズの高い高齢者
の方も、どんどん病院から地域、在宅へとシフトしていく
はずです。介護スタッフの皆さんには、ぜひ褥瘡やスキ
ンテア、そしてIADへの理解を深め、トラブルを未然に
防ぐケアを進めていってほしいと思います。

写真2  IADが発生した皮膚

洗 浄
cleanse

保 湿
moisturize

保 護
protect

バリア機能が低下した高齢者の肌は、
とってもデリケート。
やさしいスキンケアを心がけましょう

スキンケアの
３大要素



一般財団法人甲南会　

六甲アイランド甲南病院
（兵庫県神戸市）

松尾知子副師長
（皮膚・排泄ケア認定看護師）

神戸市東部の基幹病院として地域の信頼を集める六甲アイラ
ンド甲南病院。同院の松尾知子副師長は、専門外来でのコンサ
ルテーション業務や病棟でのケア・指導に日々力を注いでい
ます。入院セットに各種ライフリー製品を採用されたことで、
IAD（失禁関連皮膚炎）や褥瘡の予防を図りながら、スタッフ
のさらなる意識啓発を進めています。

スタッフの意識啓発を進め、
皮膚・排泄ケアの質向上を
めざしています

ご使用のライフリー製品

● SkinCondition
● おしり洗浄液Neo
● お肌にやさしい
 ウェットタオル

皮膚・排泄ケアのエキスパート
WOCナースに伺いました！
皮膚・排泄ケアのエキスパート
WOCナースに伺いました！

簡単・安心な製品で
ケアの質とQOLの向上を実現

　スキンケアは皮膚・排泄ケア領域すべてに共
通する基本。私はWOCナースとして、スキントラ
ブルを未然に防ぐ視点を大切にしています。その
観点から、「SkinCondition」は、パッド自体から
褥瘡予防が図れれば…と期待して採用しました。
同時に、おむつの使い方や交換回数も見直しまし
た。重ね使いをやめ、交換回数を減らして睡眠時
間の確保にも努めた結果、より快適にお過ごしい
ただけるようになったと思います。
　また、清拭・洗浄では「おしり洗浄液Neo」「お
肌にやさしいウェットタオル」を使っています。当
院では、石けんを泡立てて洗ったり、Neoで汚れ
を洗い流したり、洗浄剤による陰部・臀部の清潔
ケアを徹底しています。Neoは洗いつつ保湿もで
き、短時間でのケアが可能です。人手の少ない夜
勤帯や、処置中で体勢が限られるケースでも使い
易く、スタッフの負担も軽減されて好評です。
　ウェットタオルは、個包装な
のでタオルウォーマーで温め
て使え、何より衛生的です。使
い切れず余った分の処理に困
ることもなくなりましたし、厚
手でしっかり拭き取れる点もいいと思います。
　患者さまの皮膚状態を見れば、看護の質がわか
るといわれます。IADや褥瘡の予防も視野に入
れ、今後もたゆみなくスタッフの意識啓発を図り、
確かなケアをめざしていきます。

入院セットの導入を好機とし
手技の統一を図る

　皮膚・排泄ケア領域で学ぶべきことはたくさん
あります。IADについても院内で勉強会を開催
し、知識習得に励んでいます。病棟ラウンドの際
には、看護師、看護補助者におむつ交換や洗浄の
指導を行い、手技レベルを高めています。皮膚・
排泄ケアはややもすると関心が低くなりがち。気
づきも工夫も、まずは関心を持つことから生まれ
ます。予測的・予防的なケアを提供する上でも、ス
タッフの関心を高めることは大切です。そのため
にできることから着々と取り組んでいます。
　5年前にスタートした入院セットサービスも、ケ
アを見つめ直し、手技統一を図る好機としました。
患者さまの持ち込み製品ではおむつの当て方や
交換回数、製品の使用法がバラバラで、手技統一
がままならなかったからです。入院セットには各種
製品を採用しました。当初は、多様な製品を使い
こなせるか不安もあったのですが、勉強会を開い
たり、現場に一緒に入って、病院全体へと展開し
ていきました。今もユニ・チャームさんの協力の
下、フィッテングトレーニングを定期的に開催。意
識啓発も進んでいます。



富山県厚生農業協同組合連合会　

滑川病院（富山県滑川市）

横山真代看護師
（皮膚・排泄ケア認定看護師）

市内唯一の公的総合病院である滑川病院。地域に寄り
添った医療を探求する同院で、褥瘡対策チームのリー
ダーを務め、皮膚・排泄ケア領域の窓口として活躍して
いるのが横山真代看護師です。１か月の試用で効果を
感じたライフリーの尿とりパッド「SkinCondition」
の導入を機に、ケアの質をより高め、病院一丸となった
褥瘡、IAD対策をめざしています。

おむつ内環境に目を向けた
ケアを進めて、変化を実感

　当院に入院されている褥瘡患者の大半がおむ
つ使用者で、おむつ内環境の改善は褥瘡対策
チームの大きな課題です。最新の皮膚・排泄ケア
製品の情報収集もWOCナースの役目のひとつ。
「SkinCondition」も、ユニ・チャームさんのお話
を伺い、さらに褥瘡学会のブースで詳細を聞いた
ことから試用の運びになりました。ちょうど、発赤
やかぶれで苦しまれている患者さまについて、担
当看護師から相談があり、その方に使ってみよう
となったのです。ただ当初は、摩擦・ずれを軽減す
るというスライドシートを見て「こんなに薄くて本
当に効果があるの？」と半信半疑でした。けれど、
その心配は杞憂でしたね。おむつ内環境から見直
したケアを進めたことで、肌状態はみるみる改善
しました。その間わずか１か月。IADリスクを高め
る浸軟も軽減され、特におむつ内がムレがちにな
る夏場には活躍してくれそうだと感じました。何よ
り患者さまの変化を目の当たりにしたスタッフが、
ケアへの関心を高めてくれたことがうれしかった
ですね。
　褥瘡等の処置で使っているライフリーの「吸収
シート」も吸水性がよく、現場で重宝しています。
当院では入院セットの導入を検討していますが、
「SkinCondition」は試用の好結果を受け、全病
棟での採用を見込んでいます。

院内の多職種が連携。
皮膚・排泄ケアの強化をめざす

　昨年、尿道カテーテル早期抜去と排尿自立を
支援する排泄ケアチームが発足しました。今後は
褥瘡対策チームとも連携し、多職種一丸での褥
瘡、IAD予防、そして自立排泄支援の強化を図っ
ていきます。中でもIADは、皮膚表面のみならず
内部組織まで障害されるだけに、患者さまの苦痛
も大きく、治療も大変です。だからこそ大切にな
るのが日々の予防的ケアであり、基本となる「洗
浄・保湿・保護」の徹底も進めていきます。
　私は、背抜きの際には「自分の手はいくらこすっ
ても、患者さんの肌は絶対こすらない」ようスタッ
フに伝えています。そうした小さな心がけひとつ、
気持ちの込もったケアができるかどうかも、結果
に違いを生むと思います。たとえ高機能なケア製
品を導入してもおざなりな使い方では意味があり
ません。手技に関しても、統一化やレベルアップを
図り、患者さまによりやさしい看護ケア
を追求していきたいと思います。

IAD、褥瘡予防に
寄与する製品を選び、
心の込もったケアを追求します

ご使用の
ライフリー製品

● SkinCondition
● 吸収シート

皮膚・排泄ケアのエキスパート
WOCナースに伺いました！
皮膚・排泄ケアのエキスパート
WOCナースに伺いました！



I N FORMAT I ON

IAD対策に良質な排泄ケアをIAD対策に良質な排泄ケアを

おしり洗浄液Neo スキンケアサポート用品

最先端のおむつやスキンケア用品でケアの質を高めましょう

一晩中安心さらさらパッド

http://www.carenavi.jp/
排泄ケアナビ

〒108-8575 東京都港区三田3-5-27

住友不動産三田ツインビル西館
ユニ・チャーム株式会社 TEL. 03-6722-1009

2019年5月発行

のび～るフィットⓇテープ止め
肌への摩擦・ずれ力を逃がし、負担を軽減！

スキンケアの3大要素
「洗浄」「保湿」「肌保護」を
1ステップで簡単ケア

やわらかくお肌にやさしい、感染対策に最適な使い捨てタイプ

http://www.unicharm.co.jp/HC013/ http://www.unicharm.co.jp/HC014/

お肌にやさしい
ウェットタオル

さらさらからだふき 超やわらか吸水タオル

吸収シート 介護用シート

仙骨座りによる圧を抑制、理想の離床促進を。

ユニ・チャーム
排泄ケア研究所

ケアに役立つずれのメカニズムと製品の特徴を
ムービーでご紹介しています

さわやかな
石鹸調の香り

リフレッシュできる
グリーンシトラスの香り

世界初の機能をムービーでご紹介しています

※1：製品後方部の肌側に低摩擦シート、カバーシートを有し、カバーシートが低摩擦
シートの上を滑ることにより身体の動きに追従し、ずれ力を低減する構造（主要グロ
ーバルブランドにおける大人用尿取りパッド対象 2017年７月ユニ・チャーム調べ）
※２：体圧のかかった状態で身体がずれた時に肌とおむつの間にかかる力

※3：左右一対の吸収体スリット幅がサイド吸収体幅より広い構造。（主要グローバル
ブランドにおける大人用テープおむつ対象 2018年6月ユニ・チャーム調べ）

詳しくはこちら

詳しくはこちら

選べる
2種類の
香り

個包装
タイプ

まわりを
汚さない
シート

ドライ
タイプ

超大判！

読者1万人以上！登録
無料

肌への摩擦・
ずれ力※2を低減

おしりさらさら
長時間キープ

すっきりフィット構造

のび～るテープ®

メールマガジン

世界初！※1 世界初！※3


