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はじめに

『褥瘡予防・管理ガイドライン』
（2009年度版）のリハビリテーション
項目では，リハビリテーション介入時
期から11項目にわたる推奨例があげ
られており，「車椅子クッションの選
定・適合を行う場合は，接触圧測定装
置を使用して接触状況をフィードバッ
クとして使用できる」とされている1）．
リハビリテーションにおけるシーテ
ィング技術は，褥瘡予防管理だけでな
く褥瘡を含む二次障害の予防を基本と
して検討されている．シーティング技
術は，肢体不自由のある発達障害児・
者や重度障害のある人，虚弱高齢者が
椅子や車椅子，または座位保持装置を
適切に活用し自立的生活を築くための
支援や，二次障害の予防と介助者の負
担を軽減する技術とされている2）．
今回は，「ずれ緩和と除圧を考慮した
車椅子クッション」3）として開発され
た製品（エキシボ/EXBO®）について
臨床評価を行ったので報告する．

車椅子クッションの
臨床評価

ずれ緩和と除圧を主な目的として開
発された車椅子専用クッションの臨床
評価を，医療機関と高齢者施設におい
て行った．車椅子の選定・適合方法は，
日本リハビリテーション工学協会の車
椅子選定・適合方法に準じた（図1）4）．

評価はシーティング技術の知識のあ
る作業療法士と理学療法士に依頼し，
使用する車椅子を指定し，その上に車
椅子専用クッションを載せ，対象者と
の選定・適合を行った．
評価項目としては，圧力の評価を圧
分布測定装置，対象者の使用感をアン
ケート調査にて行い，結果について考
察した．
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車椅子の選定には，自立的生活をはかる場合は，①身体寸法，②移乗方
法，③座位姿勢，④操作方法，が適合しなければならない．さらに，使
用する環境やベッドなどの他の用具との関係，介助者の能力を把握する
ことなどが重要である

図1　車椅子シーティングの選定・適合方法 文献4）より
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①機材

エキシボ/EXBO®は，特殊なゲル
フォームと骨盤を安定させるアンカー
部分がある車椅子クッションである
（図2）．モジュラー車椅子＊は，スウ
ェーデンのetac社製のアクトモアレ
ボを使用した．
圧分布測定装置はニッタ社製のコン
フォマットを使用した．圧分布の比較
として，大橋正洋らの座面パターンを
参考に4分類（1点座り，2点座り，片
寄りのある2点座り，3点座り）とした5）．
圧力値については，左右の坐骨結節部，
仙骨部に接触するセンサーの左右4点
の平均値圧力値を算出した．
車椅子環境の設定は，クッション性
能以外の影響を最小限にするために，
モジュラー車椅子を使用し，また，身
体寸法との適合性を高めるために車椅
子の調整を行った．また，車椅子座位

姿勢は指標となる椅子座位姿勢を基本
とした．
②臨床評価方法

車椅子クッションのアセスメントシ
ートにより，対象者の選定をセラピス
トが行い，研究者と一緒に使用開始時
と1週間程度経過後に圧分布測定を行
った．
また，1週間程度後のアンケートで
は，「殿部の安定性」「姿勢の安定性」「通
気性」「クッションの硬さ」などの使用
感について聴取を行った．
③実験施設と対象者数

医療機関3施設，高齢者施設2施設
の合計5施設において，27名につい
てデータ収集を行った．対象者は車椅
子使用者で，座位に問題がある，また
は問題があると疑われる者で，本研究
に同意を得られ，認知機能面に問題の
少ない，アンケートに答えられる者と
した．
④研究期間

2010年7月〜2011年3月末までで

あった．
⑤倫理的配慮

氏名など個人が特定されるものに関
しては聴取しなかった．また，データ
はすべて数値化した．

❶対象者の状況

対象者は27名で，男性が16名，女
性が11名であった．対象者の介護保
険利用者は14名で，そのうち要介護
度3が9名と最も多かった（図3）．
2名の対象者の仙骨部に褥瘡経過が
みとめられたが，どちらもステージⅠ
レベルであった．
排泄用具の使用については，オムツ
使用者が6名，パット使用者が5名で
あった．
座位能力は，Ⅰレベル（座位に問題
なし）に該当する者が18名，Ⅱレベル
（座位に問題あり）に該当する者は9名
であった．

図2　エキシボ/EXBO®の外観と構造
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＊モジュラー車椅子：タイヤ，リム，シート，ヘッドサポートなどのパーツを利用者の体格，障害の程度，生活環境などを
考慮して，数多くの商品ラインナップのなかからそれぞれの部品を選び，自分自身に合わせて調整された車椅子のこと
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図5　座面の圧分布分類と結果
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図3　対象者の基本属性（n＝27） 図4　座面の圧分布図
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❷圧分布測定結果

座面の圧分布の比較は4分類とし，
圧力値については，センサーの4点の
平均圧力値を求めた5）．また，データ
処理は，使用前後の比較が行えた20
データとした（スリングシート上での
圧力値は200mmHgを大きく超える
ため比較データとして扱わなかった）．
使用していた車椅子は，全員が普通
型車椅子であった．簡易座位能力分類
は，問題なし13名，問題あり17名で

あった．使用していた車椅子クッショ
ンはウレタン系15名，空気量調整系
3名，ゲル系1名，座布団1名であった．
①圧分布について

理想的な圧分布は両坐骨結節部を中
心とした等高線状に軽減していく状態
で，大腿部を含む座面全体で身体を支
持する圧分布図となる（図4）．両坐骨
結節部で30mmHg以上の差がある場
合を，片寄りのある圧分布として扱っ
た．
圧分布は，現在の車椅子・クッショ

ン（以下，現クッション）では，片寄り
のある2点座り11名，3点座り6名，
左右均等の圧分布は3名であった．エ
キシボ/EXBO®使用後は，1名を除い
て3点座りあるいは片寄りのある2点
座りから左右均等の圧分布に変化した
（図5）．
圧分布変化の一例として，片寄りの
ある2点座りから両坐骨結節部で均等
に圧を受けているデータ（図6），3点
座りから2点座りに改善したデータ（図
7）を示す．

図6　片寄りのある2点座りから2点座りに変化
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図7　3点座りから2点座りへ変化
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②圧力値について

ピーク圧力値については，現クッシ
ョンでは最大値の平均圧力値は132.8
±30.7mmHg，エキシボ/EXBO®で
は92.1±23.0mmHgとなった．現ク
ッションと比較して，エキシボ/
EXBO®は有意に最大値が低い結果と
なった（図8）．
最大圧力値の現クッションとエキシ
ボ/EXBO®の差が小さかったケース
は，空気量調整式クッションを使って
いた．

❸クッションの使用感 
（アンケート結果）

①殿部の安定性について（図9）

エキシボ/EXBO®の使用で「安定し
ている」「比較的安定している」と肯定
的な回答をした者がそれぞれ10名，
14名であり，約90％を占めた．一方，
「不安定」と答えた者は2名（約7％）で
あった．
②姿勢の安定性について（図10）

「安定している」と答えた者が20名
（約74％）であり，「ずれる」と答えた者
は2名（約7％）であった．
③クッションの通気性と硬さについて

「むれを感じない」と答えた者が22
名（約81％），「むれを感じる」と答えた
者は3名（ 11％）であった．硬さにつ
いては，「軟らかい」が10名，「ちょうど
よい」が16名，「硬い」と回答した者は1
名のみであった．

❶圧分布によるずれ緩和について

圧分布は，現クッションでは，片寄
りのある2点座り11名の内訳は，座
位に問題ないケースのみであった．し
たがって，スリングシートの不安定な
座面と座布団や薄いウレタンフォーム
のクッションでは左右への姿勢が不安
定になり，片寄りのある圧分布を示し
ていた者が，車椅子調整とエキシボ/
EXBO®の適合により，10名は圧分布
と座位姿勢が改善したと考えられる．
圧分布での改善のみられなかった1名
は，脳卒中で麻痺側の緊張が強く姿勢
の改善の少なかったケースであった．
3点座り6名は座位能力に問題があ
るケースで，骨盤の後傾を伴い，両坐
骨結節と尾骨部分で座っている状態で
あった．これらのうち5名は2点座り

に変化しており，車椅子調整とクッシ
ョンにより骨盤の安定がはかられて，
すべり座りが改善したものと考えられ
る6）．現クッションで2点座りの圧分
布は3名も，坐骨結節部での圧力値は
低下していた．
これらのことより，エキシボ/
EXBO®のアンカー部分の効果やモジ
ュラー車椅子のバックサポート張り調
整の影響が考えられる．

❷減圧効果について

減圧効果についてピーク圧力値より
検討を加える．現クッションでは最大
値の平均圧力値は132.8±30.7mmHg
であり，座布団や薄手のウレタンクッ
ションでは十分な減圧効果は得られな
いことがわかった．
今回の対象者の座位における圧力値
からは，褥瘡予防機能の高いクッショ
ンの必要性は高いとはいえない．しか
し，3点座りの場合，尾骨部の接触は
褥瘡リスクを高めるために両坐骨結節
部の2点座りに改善したことで褥瘡リ
スクの軽減につながったといえる7）8）．
エキシボ/EXBO®ではピーク圧力
値は92.1±23.0mmHgとなったこと

考　　察

図8　最大圧力値による圧分散性能 図9　殿部の安定性（n＝27）
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で，座位姿勢における坐骨結節部の平
均圧力値を100mmHg以下に軽減で
きたことは大きな変化である．圧力値
の軽減はエキシボ/EXBO®の特殊な
ゲルフォーム構造の影響も一因と考え
られる．
また，エキシボ/EXBO®は現クッ
ションと比較して，時間経過での姿勢
の崩れや，すべり座りへの変化が少な
いことで剪断応力の軽減も予測され
る．圧分布測定装置では一般的に剪断
応力を測定するシートは導入されてい
ないため，実測値の計測はこれからの
研究になる．
最大圧力値の現クッションとエキシ
ボ/EXBO®の差が小さかったケース
は空気量調整式クッションを使ってい
たケースであり，一般的に褥瘡予防機
能の高いとされるクッションと同等レ
ベルであったといえる．

❸使用感

アンケートの結果，殿部の安定性，
姿勢の安定性ともに肯定的な回答が多
くを占めた．これらのことより，エキ
シボ/EXBO®は使用者の主観的な評
価も良好であることが示された．
通気性については，24名は肯定的
な回答もしくは「わからない」としてい

た．「むれを感じた」と回答した3名の
うち2名はパットを使用していたため，
このこともむれを感じた一因として考
えられる．その他のおむつ使用者の5
名とパット使用者の3名の計8名はむ
れを感じていないことから，今回の研
究においては，日中の車椅子座位時間
をコントロールしていないため，対象
者ごとの車椅子座位時間やおむつ使用
や服装などの使用環境などがこれらの
アンケート結果に影響している可能性
がある．
クッションの硬さについての回答で
は，「軟らかい」と感じたものが30％程
度であった．軟らかいクッションを求
めているケースにとっては，肯定的な
意見としてもとらえられる．しかし，
今回「軟らかい」と回答した10名の多
くが座位能力の高いケースであること
から，ふだん使用していたクッション
と比較し，それまでの使用感との違い
を感じた可能性も考えられる．
これらのことは，対象者はいままで
使っていた車椅子やクッションの影響
を大きく受けるため，車椅子クッショ
ンの適合性については，対象者へのオ
リエンテーションのみでなく，介助者
などへの説明の必要性も考えられる．

まとめ

エキシボ/EXBO®は，圧分布測定
結果から圧分散性能に特徴があり，坐
骨結節部の圧力比較からは減圧効果に
すぐれていることがわかった．また，
アンカー部分により座位姿勢の安定と
ずれ緩和の効果もあるといえる．
しかし，『褥瘡予防・管理ガイドライ
ン』では，「圧再配分を意図するクッシ
ョン間の差はなく，どのようなクッシ
ョンを使用してもよい」となっており，
クッションの選定・適合のエビデンス
を高める研究がより必要である．
車椅子シーティング技術は国内では
十分確立されておらず，クッションの
選定・適合に車椅子調整や圧分布測定
を導入する必要性がある 9）10）．今回
の対象者は，身体機能や簡易座位能力
分類では比較的問題の少ないケースで
あり，これからの研究では座位のとれ
ないレベルや褥瘡リスクの高いケース
に対象範囲をひろげて臨床評価を行う
必要がある．
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