
 

 

 

 

 

 

 

 

No. ご職業など 質問内容 回答

1 顕微鏡的な所見だと部分的な解析に留まってしまう点

が欠点とありましたが、ブロッティング技術でも一部の成

分しか検出できないのでは、とご発表をみていて感じまし

たが、バイオフィルムの検出？メンブレンへの転写？はど

のように全体の浸出液の成分を反映するのでしょうか。

浸出液の成分の一部ではないのでしょうか。

ブロッティングメンブレンは創部全体に当てて、その場にある滲出液成

分を転写しております。従いまして、メンブレン上で検出されるバイオフィ

ルム結果は創面の位置と一致しております。そのため、見落としが少な

く、また、バイオフィルム成分の分布、量の両方が分かる技術となってお

ります。

2 臨床看護師 バイオフィルムを発生させないための看護ケアは何かござ

いますでしょうか。

おっしゃる通り、バイオフィルムを発生させないためのケア、が最も重要で

す。現在一番良いと考えられる方法は、創部および創周囲皮膚の徹

底的な洗浄です。創周囲は創縁から10cm以上離れたところまで洗

浄するとよいです。ただしこれは細菌数を効果的に低減する方法であ

り、バイオフィルム形成を特異的に予防する方法ではありません。現在

創周囲皮膚と創部の細菌叢に着目した研究を実施しております。

3 どのような創にウンドブロッティングと超音波デブリードマン

を行うことが効果的でしょうか？(推奨される頻度や対象

となる創は決まっているのでしょうか) 超音波デブリードマ

ンは看護師が行っていくという将来像を目指して作成し

ていらっしゃるのでしょうか？

バイオフィルムの有無と臨床所見は一致しないことが多く、できれば全

例初診時にバイオフィルム検出をしたら良いと考えています。バイオフィ

ルムがいる創部に、バイオフィルムを除去しないまま通常のドレッシング

材を貼付しても治癒効果は得られない可能性が高いので、一度しっか

りとバイオフィルムの分布・量をアセスメントして、適切なケア方針を決め

ることが、トータルではコストも安く、患者さんの負担も少なくできると考

えています。また、より低侵襲にバイオフィルム除去ができるような方法を

検討し、将来的には看護師が創洗浄のようにこのような機器を使いこ

なせるようになればと考えています。

4 バイオフィルム検出キットを使用していない臨床現場で

行えるケアなどございますでしょうか。バイオフィルムを検出

する重要性を感じたのですが残念ながら自身の勤務先

にはありません。その場合、褥瘡で苦しんでいる患者さん

に対して何かできることはございますでしょうか。

バイオフィルム検出キットを使用しない場合は臨床所見に頼ることにな

ります。DESIGN-R2020では、創面にぬめりがあったり、肉芽がある

場合は簡単に出血してしまったりという所見を提唱しております。ただし

これらの所見はあくまで臨界的定着状態であることを「疑う」だけです。

バイオフィルム検出し、重点的にバイオフィルム除去を実施することで

トータルの医療費が安くなる、というようなデータを出せるよう現在研究

が進行中です。

5 バイオフィルム検出装置の作製までの過程がわかり勉強

になりました。装置の開発ですが、今回はサラヤ株式会

社との共同研究とのことでしたが、こちらはどのように企業

と共同研究する流れになったのでしょうか。サラヤ株式会

社の方から協力のお願いが来たのか、それとも仲上先

生の方から持ち込んだのか、なぜサラヤであってほかの企

業ではないのか、どういった条件で共同研究する企業を

決めるのか、可能な範囲で教えていただけると大変あり

がたく思います。研究者への連絡はいまや簡単にできる

ようになったのですが、企業への連絡は利権が関わって

きて多少ハードルの高さを感じます。よろしくお願いいたし

ます。

新しいアイディア、研究成果を基にモノづくりをする際には、研究者側か

ら企業へアプローチすることが多いです。まずは開発担当の方を学会や

論文などを通して探してコンタクトを取ります。その際にどのような臨床

的課題・社会的インパクトがあって、どのようなコンセプトのものを作りた

くて、それによりどのような効果が得られるのかなどを明確にしておくとよい

です。企業の方と相談をするうえで重要なのはお互いの信頼関係で、

研究者の信頼には、論文実績が大きく影響します。一緒に組めば確

実に製品化までもっていけるとお互い思うことが重要です。なお、論文

や学会発表には記載されていないような、重要な機密事項を話す際

には秘密保持契約（Non-Disclosure Agreement：NDA）を

結びます。

6 看護系大学

教員

「看護師が使う技術は看護師が開発する」ことが重要な

のは、実際に使う技術として、詳細を把握し使用するた

めの開発に重要であるということでしょうか？また、他分

野の専門家の力（ちから）やコラボレートすることは重

要だということですが、看護師が使う技術だからこそ、他

分野で学んだ内容を、どのように活かすのか考え続け開

発することが重要だということでしょうか？

開発には様々な分野、職種がかかわるのですが、その開発を主導する

のはその技術を使う本人であることが理想かと思います。看護師が使う

のであれば、現場を一番知っている看護師・看護学研究者が開発を

主導することで、最も役に立つものができると考えています。そういう意

味のメッセージでした。他分野で学んだことを是非看護学へ活かしてい

ただきたいと考えています。

9/19 第3部 革新的看護技術の創発：創傷バイオフィルム検出技術はどのように生み出されたか（講師 仲上豪二朗）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ご職業など 質問内容 回答

1 嚥下の問題は臨床で毎日悩まされているた

め勉強になりました。AIを組み入れることに

より感度特異度が上昇しておりますが、さら

に感度特異度を向上させるために何か考え

ていらっしゃる方法はございますでしょうか。

感度特異度の向上ですが、誰が画像を取得・評価しても

自信を持ってよい感度・特異度を出せることが必要と考え

ております。スキル習得のための技術講習会は既に行って

いますが、機器の方でも画像の取得をガイドできるような支

援ツールが作成できないかと考えております。

2 機械学習の研究に関心がありましたので、

大変興味深く拝聴させていただきました。残

留所見のセグメンテーションについて、看護

師が正解データを作成とありますが、教師

データとテストデータはどれくらいの割合で準

備されたのでしょうか？また、その割合の決

定はどのような視点で実施されたのでしょう

か？もし、教えていただけるのでしたらお教え

願いたいです。また、機械学習の研究は難

しそうで、初心者にはハードルが高いです

が、三浦先生はこちらの機械学習の研究を

実施するにあたりどのように機械学習の知

識を学ばれていたのでしょうか？

教師データとテストデータの割合ですが、今回ご紹介した

残留物検出に関しては、教師データが約900、テストデー

タが30で作成しております。一般的には教師データと同等

かそれ以上のテストデータが存在することが望ましいとされて

いますが、まずは教師データの中で学習結果の十分な妥

当性を担保するため、上記の割合としました。今後、テスト

データを増加しさらにAIを改良する予定です。

機械学習の学習方法ですが、まず「作りたいもの」を明確

にし、そのためにはどういった技術が有用か、その技術を用

いるためには何を学ぶ必要があるか、といったことを調べるこ

とから始めました。最初は何を調べたらよいかもわからなかっ

たので、工学系の先生方に相談し、必要に応じて学び、

技術を身に付けて行きました。

3 こちらのAIは今後どのように広げていくので

しょうか。今あるエコー機器とは別に、AIを

搭載した専用のエコー機器が必要になってく

るのでしょうか。

今あるエコー機器に、AIを組み込んだアプリケーションを組

み込んでいくことを計画しております。既に膀胱内尿量の自

動計測がアプリとして組み入れられた機器も開発・販売さ

れております。様々なポイントオブケアに必要なアプリケー

ションが組み込まれたエコー機器が理想像です。

9/19 第3部 一目でわかる誤嚥・残留検出AI（講師 三浦由佳）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ご職業など 質問内容 回答

1 IAD予防パッドの開発は企業さんとの

コラボレーションで実現しているのでしょ

うか？プロダクト開発は研究者一人で

行うには限界があるように思いますが、

企業さんとのコラボレーションや共同研

究の機会はどのようなにして得られます

でしょうか。

今回発表に含めましたパッド製品（前側吸収おしりさらさ

らパッド、軟便安心パッド）は、大王製紙株式会社との共

同開発品です。おっしゃる通り、プロダクト開発はその製造

開発スキルと経験を有する企業と共に製作することが多い

です。

新しいアイディア、研究成果を基にモノづくりをする際には、

研究者側から企業へアプローチすることが多いです。まずは

開発担当の方を学会や論文などを通して探してコンタクト

を取ります。その際にどのような臨床的課題・社会的インパ

クトがあって、どのようなコンセプトのものを作りたくて、それに

よりどのような効果が得られるのかなどを明確にしておくとよ

いです。企業の方と相談をするうえで重要なのはお互いの

信頼関係で、研究者の信頼には、論文実績が大きく影響

します。一緒に組めば確実に製品化までもっていけるとお互

い思うことが重要です。なお、論文や学会発表には記載さ

れていないような、重要な機密事項を話す際には秘密保

持契約（Non-Disclosure Agreement：NDA）を

結びます。

2 軟便パッドを実際に病院でも使わせて

いただいております。以前患者様ご家

族が尿取りパッドとして軟便パッドをお

持ちになられました。軟便パッドを尿取

りパッドとして使うことは何か不利益がご

ざいますでしょうか。

軟便安心パッドは尿取りパッドとしても機能面としては特に

問題ございません。ただし前側吸収おしりさらさらパッドのよ

うに臀部側のパッド厚を軽減している構造ではないため、臀

部のスキントラブル（IADを含む）の発症予防効果は前

側吸収おしりさらさらパッドよりは劣ると思われます。また、コ

スト面では、軟便安心パッドは表面シートを軟便用に加工

していることもあり、通常の尿取りパッドよりも高コストです。

その点をご了承いただけるようであれば、軟便安心パッドも

尿取りパッドとして使用いただける商品です。

9/19 第3部 もうかぶれない！革新的尿取りパッドの開発（講師 麦田裕子）



 

 

No

.

ご職業など 質問内容 回答

1 タウリン吸光度の測定？も仲上先生のご

講義であったように2分程度でわかるもの

なのでしょうか。

わたくしが2017年に調査したときには、タウリン吸光度の測定は実験室で行って

いました。陰イオン交換膜をパッチから分離する作業からニンヒドリン反応、呈色の

強さを吸光度で測定するという一連の過程は、当時、1時間半を要していまし

た。現在、ベッドサイドでの活用を実現するべく、測定装置の小型化と測定方法

の改良・時短化を行っており、今年度以降の研究では数分程度で測定が完了

する見込みです。臨床でのポイントオブケアツールとしての実現可能性を図る最

後の段階にあります。

2 タウリンに着目を検討したきっかけはござ

いますでしょうか。よろしくお願いいたしま

す。

タウリンは、猫の視覚を保つために必要な物質として、また、ヒトでも、目薬や栄

養ドリンクなどに汎用されていることを知っておりました。研究に着手した当初、研

究室で皮膚の状態をアセスメントするツールとして確立されたスキンブロッティング

法を活用したいと考え、高張性脱水を反映するバイオマーカーとして皮膚に含ま

れる低分子の物質を文献で調べていたのですが、浸透圧刺激への応答に身近

なタウリンという物質が機能し、組織学的・生化学的にもその存在や動態が証明

され、さらには、人体において不可欠な数多くの役割をもって一定量がプールされ

ていることを知り、人間において最大の臓器である皮膚においてもダイナミックに機

能しているのではないかと考えて、活用できるのではないかと考えました。

3 Study２の除外基準を設けた理由を教

えていただけないでしょうか。

腎不全で透析治療を行なっている方やターミナルステージにある方を除外基準と

して儲けましたが、理由は、そのような状況にある場合は全身の水分出納が大き

く変容していると考えたためです。透析治療では溢水と脱水を繰り返すため、これ

に応じて、皮膚においても浮腫と脱水の症状が観察されます。また、ターミナルス

テージにある人は徐々に脱水傾向となり、死の過程においてはそれが自然な経

過であることが知られています。それらの状況を考えた時、おそらく、皮膚のタウリン

の動向はそれ以外の人々に比べて大きく異なっていることが推測されたので、その

ような条件にある人を除外することにいたしました。

4 血清中のタウリン濃度は脱水と関与、相

関しているのでしょうか？

急性期の患者さんではタウリンの血中濃度が低下することが知られております。

血清中のタウリン濃度はその時の全身的なタウリンの必要度に応じて変化するも

のと思われ、おそらく急性脱水においても同様ではないかと考えております。つま

り、必要な臓器においてタウリンは一定量が保たれると推測されますが、それを栄

養する血清中の濃度は、検体採取のタイミングや、あるいは栄養状態によって異

なる可能性があります。したがって、血清中のタウリン濃度は脱水に関与していま

すが、必ずしも相関しない可能性があると考えております。

5 脱水のメカニズムと合わせて大変興味深

く拝聴いたしました。スキンブロッティングを

実施する部位は、お写真では前腕に貼

られているように見えましたが、この部位

以外でも検出できますか？

脱水のなりやすさやタウリンによる浸透圧

調整は、身体の部位や細胞によらず、全

身一様に起きる現象なのでしょうか？

また、タウリンによる浸透圧調整が生じた

場合、細胞内にタウリンが存在するので

はないかと思いますが、スキンブロッティン

グでは細胞間質に含まれる水溶性の分

子を経皮的に採取するとあります。脱水

になると細胞間質タウリンが集まってくるた

め、それをスキンブロッティングでとらえると

いうことでしょうか？

その場合、浸透圧調整のためのタウリン

をスキンブロッティングで吸収してしまうと、

細胞の浸透圧調整に必要なタウリンが

減少してしまうのではないかと思ったので

すが、タウリンは十分量細胞間質に残存

しており、侵襲的ではないという理解で良

いのでしょうか？

スキンブロッティングを実施する部位は、タウリンの紫外線に対する皮膚保護機能

と、在宅療養高齢者に対する実施可能性を考慮して決定しました。外側の皮

膚は紫外線による影響が大きいと考えて内側を選択し、さらには、上腕では関

節拘縮がある場合にパッチの貼付が難しい場合があること、腹部などの体幹や下

肢では露出を嫌がられる場合があることなどを考慮して、最終的に上腕内側とし

ました。

脱水は全身症状として捉えられると考えていますが、組織や部位によって顕著に

徴候が出現する場合とそうでない場合があると考えます。皮膚という組織ひとつを

とっても部位によって徴候が異なり、たとえば、角質水分量が部位によって異なる

ように、タウリンの濃度も異なると思われます。今回は前腕内側を選択しています

が、内側の2箇所にパッチを貼付して採取したタウリンの吸光度に有意差がない

ことを確認しました。

スキンブロッティングの原理については、ご理解のとおりです。この方法では、細胞

間質液中のタウリンが採取されます。その場合、採取によって一過性に細胞間質

液中のタウリン濃度は減少することが推測されますが、タウリンは血液循環によっ

て必要部位に一定濃度が保たれるとの報告がありますので、スキンブロッティング

による皮膚組織間液中のタウリン濃度の減少もごく短時間で回復すると考えてい

ます。さらに、スキンブロッティングで採取するタウリンはごく微量であり、したがって、

非侵襲的な方法であると言えると思います。

9/19 第3部 採血が不要になる未来：脱水検出皮膚パッチ（講師 東村志保）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

.

ご職業など 質問内容 回答 No.

6 臨床看護師 脱水は臨床現場での重大な課題だと

思っております。今回臨床調査で準高張

性脱水を基準として設けている様です

が、なぜこちらの基準を作られたのでしょう

か。

脱水に関しては、病院と在宅とでは対応が必要とされる時点での状況が異なる

と考えております。たとえば、脱水を主疾患として入院することは比較的少なく、

入院に至った別の主要疾患があり、脱水は疾患や治療に伴う状態として存在

し、輸液による初期治療で改善されるケースが大半ではないでしょうか。熱中症

も然りかと思います。脳外科・脳血管疾患、異所性AVP産生などがある場合は

慢性的に問題となる可能性もありますが、血液検査等のモニタリングにより補正

されるのではないかと思います。一方、在宅療養患者の場合は、一般に病状が

安定しており、脱水があったとしても症状が特異的でなかったり進行が緩徐である

ため発見が難しく、明らかな徴候として捉えられた時には侵襲的な治療や入院を

要する事態となっている可能性が高いと考えています。今回、準高張性脱水を

基準としたのは、在宅療養環境で潜在的に進行する脱水を少しでも早く発見

し、入院やその他の健康障害につながる前に改善することができれば、という狙い

があります。

7 男性と女性における体内の生理的な水

分量が違うことがわかります。性別によっ

て、体内の水分量は違いますでしょうか。

ご回答をいただけると幸いです。

体液量の性差は、ご指摘のとおり、ございます。高齢者においても、男女によって

体液量が異なると報告されています。筋肉組織は水分含有量が高く、骨格筋

量によっても体液量が異なります。一方、高齢者においては、脱水は男性に生じ

やすいという報告があります。それが骨格筋量の相対的な変化によるものか、ホ

ルモンが関与するのか、といった詳細についてはまだわかっておりません。

8 スキンブロッティングにて脱水がわかるとの

ことですが、測定部位や性別、既往歴な

どによってタウリンの値が変わることはござ

いますでしょうか。測定部位なども影響は

ないのでしょうか。また今後臨床現場で

使う際の課題点があれば教えていただけ

ますでしょうか。

スキンブロッティングによって採取するタウリンの濃度は細胞間質液中の濃度を反

映すると考えていますが、今回の研究では、性別や既往歴による有意差はありま

せんでした。採取の部位については、たとえば角質水分量が部位によって異なる

ように、皮膚タウリン濃度も部位によって異なる可能性があると考えています。今

回は、タウリンに紫外線に対する皮膚保護機能があるということ、また、在宅療養

高齢者においての実現可能性を視野に入れ、前腕内側を測定部位として選択

しました。前腕内側の2箇所でスキンブロッティングによる皮膚タウリン濃度に有意

差がないことを確認しております。

今後、臨床現場での活用を可能にするための課題としては、まず、測定システム

の小型化・時短化・簡便化があると考え、現在、研究室で取り組んでおります。

臨床で実際に活用可能になった際の注意点としては、今回の測定法のゴールド

スタンダードが血清浸透圧であるということを考えたとき、たとえば高血糖による高

浸透圧状態との鑑別が必要になる可能性があります。それには、今後の研究

で、皮膚タウリン濃度が高張液の何に反応するのか、血清ナトリウム濃度に反応

しているのか、あるいは、高血糖状態にも反応するのか、という検証が必要である

と考えています。
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No. ご職業など 質問内容 回答

1 看護大学の教員 プロダクトの構想はどの段階で立ち上

がってくるのでしょうか。

「みつける」の時点で既にプロダクトの構

想があるのか、「わかる」を経た上でプロ

ダクト案が出てきたのかを伺ってみたいで

す。

両方あると思います。臨床ニーズが明確になればある程度

プロダクトの構想ができることもありますし、メカニズムが分か

ることでプロダクトの方向性が定まることもあります。いずれに

してもそのニーズを解決する方法を考えながら研究を進める

ことが重要だと思います。

2 臨床現場での課題を解決してくれるよう

な商品ができているということを初めて知

りました。このようなものを普及していくた

めにはどのようにしたらよろしいのでしょう

か。

普及するための方策はその技術ごとに異なります。しかし共

通して研究者にできることは、その効果を証明し、対象者

のアウトカムが改善すること、トータルのコストが下がることな

どを学術的に示していくことで、少しでもその技術を臨床に

取り入れたいと思う基礎データを提供すること、そして新しい

技術を使えるように人材育成を継続することとなります。

3 現在私は自身の研究テーマを模索中

の状態です。そして、今後テーマを決

定・具現化していくにあたり、今回のご

講義内容を是非参考にさせて頂きたく

思います。そのうえで、研究室内のゼミ

等でこのセミナーで各教員の方がご講

義くださった内容を参考として用いさせて

いただくことは可能なのでしょうか？どう

かよろしくお願いいたします。

ご評価いただき大変ありがたく思います。また、私どものセミ

ナーが皆様の研究にお役に立てればこれ以上うれしいこと

はございません。講演内容には研究倫理や著作権等の面

でデリケートな内容も含まれておりますので、ご使用方法や

閲覧される範囲などをお伺いした上でお役に立てる方策を

考えたいと思います。GNRCにお問い合わせいただきますよ

うお願いいたします。
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