
9/5 その他の質問 
No. ご職業など 質問内容 回答 
1 理 学部理

学 科生物
学３年 

（9/5の質問）現在、生物学
を専攻しております。看護理工
学分野に興味があり、大学院
への進学を考えております。 
質問ですが、看護理工学分野
においては、看護師だけでなく
工学や生物学などの他分野の
研究者も関わっておりますが、
特に生物学分野の研究者はど
の様な形で看護理工学に関わ
っているのでしょうか︖ 

第二部で紹介しましたように、生物学者は看護で
問題となる事象について生物学的に現象を理解
し、そのメカニズムを解明していく研究、時には生物
学的な技術を応用した開発研究などに貢献してい
ます。純粋基礎科学としての生物学研究であれば
明らかになっていない生命現象一つ一つを明らかに
していくことに価値がありますが、看護理工学の中
の生物学研究では看護における問題点を研究対
象とすること、看護に役立つ機器や技術の開発を
見据えた研究を行うことに意義があります。生物学
者単独ではなし得ないことですので、看護学研究
者との連携が大事になります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9/12 第 2部 ケアの本質に迫るメカニズム研究（講師 峰松健夫） 
No. ご職業など 質問内容 回答 
1 

 
手術患者の皮膚障害について研究をし
ています。峰松先生のご講演いただいた
エコーは、どこに問い合わせれば良いです
か︖ 

使用機器は Cortex Technology 社
の DermaScan という製品です。日本
では株式会社インテグラル、株式会社
ヤヨイが取り扱っています。 

2 

 

表皮の厚さに違いがあったと報告されて
いましたが、陥入部はどこの部分を選択
し、どのように測定されたのでしょうか 

新生上皮の厚みは、陥入部を含まない
平坦部で測定しています。 

3 

 

スキンブロッティングによる新たなスキンア
セスメント技術は画期的だと思います。
ご講義の中で、スキンブロッティングの結
果で、スキンテア保有患者の方が MMP
の発現が強く見受けられるのですが、こ
れはどのように解釈すればよろしいでしょ
うか。また予想と結果が異なってしまった
場合はどのような手段で解決し、ケアタ
ーゲットを固定していくのでしょうか。 

今回は時間の都合で詳しくご説明しま
せんでしたが、MMP の発現には細胞活
性も関与しています。基底膜の代謝活
性の低下を反映していると考えられま
す。 
仮説と異なる結果が得られた場合に
は、その結果を丁寧に解釈し、仮説を
修正することが重要です。修正した結
果、その分子がケアターゲットとなり得る
のか改めて考えることになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9/12 第 2部 見つけたときにはもう遅い︕失禁関連皮膚炎（おむつかぶれ）の 
発生メカニズム（講師 Sofoklis Koudounas） 

No. ご職業
など 

質問内容 回答 

1 研究所
研究員 

ウレアーゼと抗菌剤を塗布すれば
IAD が抑制されるとのことでした
が、どのタイミングで塗布していくの
が効果的でしょうか。IAD になら
ないような予防的に塗布するのが
効果的に感じましたが、日常的に
塗っていくのが良いのでしょうか。 

第 3 部で紹介いたしますが、私どもは皮膚に塗布す
るのではなく、ウレアーゼ阻害剤および抗菌剤をパッ
ドに含めることを考えております。皮膚に直接塗布す
る場合にはそれらの刺激性を考慮する必要があると
思われます。 

2 
 

アンモニアの分解を阻害するため
に、防腐剤や抗生物質が有効と
いう事でしたが、具体的には、どの
様な薬剤を使用するのでしょう
か。 

現在われわれが開発を進めている IAD予防パッドに
使用する薬効成分は機密事項にあたるため申し上
げることができません。ウレアーゼ阻害剤や抗菌剤を
どのように IAD 予防に用いるのか、その方法によって
適した薬剤が異なってくるでしょう。今回ご紹介した
研究は、新たな IAD予防ケア開発の第一歩として、
アンモニア分解阻害や細菌増殖抑制というコンセプト
が有効であることを示したものとご理解ください。 

3 
 

機序を明らかにするためにラットを
使った in vivo 研究をされてきた
ということですが、ラットの皮膚はど
の程度ヒトの皮膚と類似している
のでしょうか。 

ラットの皮膚のバリア機能は人間の皮膚と非常によく
似ているため、私たちはラットを使った研究を数多く行
ってきました。もちろん、厚さや毛包の大きさ・密度の
違いがありますので、患者を対象とした臨床研究でヒ
トへの一般化可能性を示す必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9/12 第 2部 点滴漏れの正体を見た︕エコーによるメカニズム解明（講師 阿部麻里） 

No. ご職業など 質問内容 回答 
1 

 
点滴漏れはいつでも現場で起
きています。エコーで確認できる
点は素晴らしいと思います。漏
れた後の経過を追うアルゴリズ
ムや治療対策はありますか︖ 

抗がん剤の血管外漏出に関しては、様々な研
究やガイドラインの作成が進んでいます。（日本
語ですと、日本がん看護学会の外来がん化学療
法看護ガイドライン１が参考になるかと思いま
す。）抗がん剤以外の漏出に関してはまだまだエ
ビデンスが不足している状況と認識しています。 

2 看護師 点滴トラブルがなくカテーテル抜
去となった場合、皮下の異常所
見があるとどのような問題につな
がるのでしょうか。視診触診で
異常所見がある場合は、その
周囲の血管を選択することはな
いと思いますので、視診触診で
異常所見がない場合に、同じ
部位の血管を選択してしまうこ
とがトラブルにつながるということ
でしょうか。 

ご指摘の通りです。皮下組織の統合性が失われ
ていることは、血管外漏出のリスクとされておりま
す。 

3 
 

血管の状況は、エコーがなけれ
ばわかりませんが、このような血
栓や浮腫があるますが、硬結も
それほど強くなければ、避けなが
ら、点滴する場合がありますが、
点滴が持続できないことがある
のは、そういぅた原因が影響して
いるのでしょうか︖ 

硬結部位を避けたとしても、それ以外の場所に
以前の輸液投与の影響で血栓や浮腫が残って
いる可能性は否定できず、もし血栓や浮腫があ
る部位にカテーテルを新たに留置してしまった場
合は、点滴トラブルが起こりやすくなることは十分
に考えうると思います。 

4 
 

今回は抗がん剤に絞った研究
だと思いますが、今回の研究の
結果は輸液の種類によって変
わると考えておりますでしょうか。 

最初に紹介した、点滴トラブルが起こった時に皮
下に何が生じているかを紹介した研究は、対象と
したカテーテルは抗がん剤投与のものではございま
せん。研究紹介２～４は抗がん剤投与に限った
ものですが、見られた異常は血栓、浮腫というよう
に、薬剤によっては変わりませんでした。ただ、頻
度や程度は薬液の化学的刺激の強弱によって
異なると考えられます。 



5 
 

浮腫と血栓の原因はいくつかあ
ると思いますが、その一つは、注
射針の血管内での位置と考え
てよろしいのでしょうか︖ 

はい。カテーテル先端の血管壁への機械的刺激
も一つの要因と考えております。 

6 訪問看護師 点滴漏れについて、主に浮腫と
血栓によるものであり、実際の
抜けていたというケースは少なか
ったということに臨床で働いてい
る側としてとても驚きました。 
もちろん輸液の浸透圧や PHな
どの影響で、浮腫や硬結には
大きく左右されると思いますが、
血栓においては針の太さも影響
されるかと考えます。実際に点
滴の太さによって、いわゆる「点
滴漏れ」のケースに変化があっ
たかどうか、ご教授ください。 

細い血管（血管径がカテーテルに対して小さ
い）に留置されたカテーテルは、トラブルが多かっ
たことを、エコーを用いた研究で報告しておりま
す。目安としては、カテーテル径の 3.3 倍の径を
もつ、血管を選択し留置すればよいと推奨してお
ります。（24G だと径は 0.7㎜なので 2.1㎜以
上、22G だと径は 0.9 ㎜なので 2.7 ㎜以上の
血管径のある部位が望ましいという意味です） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9/12 第 2部 複雑怪奇な褥瘡発生メカニズムを解き明かす（講師 中井彩乃） 
No. ご職業など 質問内容 回答 

1 
 

バイオマーカーを用いた I
度褥瘡の予後予測に関
する研究ですが、この研究
を行うことにより、＋αの介
入をすべきかどうか判断で
きるようになるとおっしゃって
いましたが、I 度褥瘡がで
きた患者全員に＋αの介
入を行うわけにはいかない
のでしょうか。 

現場は多忙であること、またケアにはコストがかかることか
ら、+αのケアが必要な患者さんを判断するということが
重要であると考えております。 

2 

 

なぜか、と現象について疑
問に思った際に、メカニズ
ムにまで入り込むのに壁が
あると感じました。生理学
や化学について明るくなく、
論文を読むのもハードルが
高いと感じました。解明す
るための研究を始めようと
思い立った際には、どのよ
うに学びを深めていくとよい
でしょうか。 

全く経験のない方がいきなり生理学、生化学の研究を
始めることのハードルが高いのは良く分かります。 
私たちの研究グループでは、幸いにも看護学研究者と
工学研究者、生物学者が同じグループに所属し、常に
ディスカッションしながら研究のモチベーションや目的、開
発の方向性などを共有しつつ、10年をかけて進めてきま
した。大学の先生方には是非そうしたネットワークを作っ
て看護理工学研究に取り組むことのできる環境づくりを
お願いしたいと思います。 
一方、大学院生の皆さんには、自分がしたいと思ってい
る研究に近い論文を探し、その著者の先生に教えを請
うことをお勧めします。実際に取り組んだ人にしかわから
ない多くのアドバイスをもらえると思います。 
また、看護理工学会を利用することも大変有効です。こ
の学会は、看護学研究者と理工学研究者の出会いの
場です。生物学や工学を専門とし、かつ看護学に興味
を持たれている先生方が多く所属されています。学会発
表や各種イベントに参加していただけると、素晴らしいマ
ッチングがあるのではないかと思います。 
また東京大学のグローバルナーシングリサーチセンターや
次世代看護教育研究所もまた多職種連携や、教育の
場としてご利用いただけますので、是非ホームページをご
覧ください。（回答者︓峰松） 

 


