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がん性皮膚潰瘍の病態
がん性皮膚潰瘍は、皮膚に浸潤もしくは転移･再
発したがんが体表面に現れ、潰瘍化した状態です。

● がん性皮膚潰瘍

転移性がんの5～10％で発生し1）、特に乳がんお
よび頭頸部がんにおける発生率が高いと報告され
1-3）
ています
（表1）
。

発生初期には硬結、結節および腫瘤が現れ、腫
瘍組織部位に流れ込む血液を介して栄養や酸素
が運ばれることで、腫瘤は徐々に大きくなります。
腫瘤が増大するにつれて、周囲血管からの栄養供
給が不十分となり、微細血管がもろくなり、易出血
性となります。
また、腫瘍組織において、
たんぱく合成が不能な
状況を繰り返すことによって虚血状態になり、壊
死・自壊がおこり、滲出液を伴った潰瘍病変となり
ます。さらに組織崩壊が進めば、
たんぱく質分解酵

渡部一宏：がん性皮膚潰瘍とそのケア対策：がん性皮膚潰瘍とそのケア対策―がん性
皮膚潰瘍臭対策を中心に
（中村清吾監修）
. 医薬ジャーナル社, 大阪, 2016より転載

素を分泌し、患部はカリフラワー状に拡大します。
主な臨床症状は出血、滲出液、痛み、臭いなどであり、乳房や頸部など、女性的な部位や目につきやすい
場所に発生することから、
ボディイメージの変容に伴う精神的ストレスも受けやすくなります。
特に、潰瘍面からの独特の不快な臭い
（がん性皮膚潰瘍臭）
は、潰瘍深部の感染が主な原因であり、腫瘍
組織の壊死過程における代謝産物である脂肪酸類も関与していると考えられています。
潰瘍病変に感染する嫌気性菌として、
Bacteroides属、
Clostridium属などが知られており、
これらの嫌気
性菌が産出する酪酸、吉草酸、ヘキサン酸などの揮発性短鎖脂肪酸と、腫瘍組織の壊死過程に生成する
ポリアミン類のプトレシン、
カダベリンが臭気物質となります4,5）。
表1

がん性皮膚創傷の発生部位とその頻度

乳房
頭頸部
体幹

39～62%
24～33.8%
1～3%

大腿部 腋窩

3～7.4%

会陰部

3～5.1%

その他

3.7～8%
（文献1-3より作表）

1

病態・治療意義

がん性皮膚潰瘍の治療意義
がん性皮膚潰瘍は進行性であり、完治が難しいこと
から、症状のコントロールをはかり、患者さんのQOL向

図１

がん性皮膚潰瘍臭の影響

上を目標としたケアマネジメントが必要です。

直接的な影響

がん性皮膚潰瘍の主な症状として、出血、滲出液、痛
くご家族のQOLも著しく低下させます。臭いによる直

不快な臭いに持続的にさらされることに
よる強い苦痛

接的な苦痛だけでなく、臭いにより周囲に迷惑をかけ

間接的な影響

み、臭いがありますが、特に臭いは、患者さんだけでな

ているという思いを抱くという間接的な精神的・心理的
影響もあります
（図1）
。
がん性皮膚潰瘍はがんの終末期に多く認められ、
ご
家族や知人と過ごす大切な時期に、臭いが原因で面会
もままならなくなるという場合もあるため、臭いのケア
は、がん治療における重要な緩和ケア、
サポーティブケ
アの1つと言えます。

自尊心が低下し、
社会的な孤立や治療意欲
の喪失を招く

周囲の人々への影響
家族や医療スタッフがコミュニケーション
をとりづらく感じ、看護・介護を困難なもの
にする

がん性皮膚潰瘍では、臭いの他に滲出液の多さもし
ばしば問題になります。このため、外用薬および、
ドレッシング材の工夫により、滲出液をコントロールする
ことが重要です。また、潰瘍範囲が広くなると易出血性になりますが、出血や痛みのために、
ガーゼ交換を
怖がる患者さんもいらっしゃいます。そのため、止血ケアや疼痛緩和も含めた総合的なケアマネジメントの
取り組みも重要です。
日本におけるがん性皮膚潰瘍臭に対する治療の実態については、
日本病院薬剤師会が、2010年にがん
診療連携拠点病院または緩和ケア病棟を有する病院527施設を対象に調査を行っています6）。回答のあっ
た382施設のうち、80％以上の施設ががん性皮膚潰瘍臭に対する何らかの薬物治療を実施していました。
調査の時点では、がん性皮膚潰瘍臭に対して保険適応を持つ外用薬はなく、使用薬剤の9割以上が院内
製剤でした。院内製剤は、
当該施設外で使用できないだけでなく、
調剤の手間がかかる事や品質管理が難し
いこと、病院が費用負担をしなければならないなど多くの問題点があります
（図2）
。2014年にロゼックス®
ゲルが、
がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減の効能・効果で製造販売承認され、
薬価収載されました。
最近は、在宅や通院で治療を受けられるがん患者さんも増えているため、今後は、個々の患者さんに
合ったがん性皮膚潰瘍ケアの方法や、薬剤の適正使用を指導していくことが重要となります。
図2

院内製剤上の問題点
手間がかかる

品質試験ができない
安定性試験ができない
費用が回収できない

方法：郵送による紙媒体で
のアンケート方式
対象：がん診療連携拠点病
院または緩和ケア病
棟のある病院527施
設
（重複除く）

保管方法の設定
調製頻度が高い
破棄が多い
完全無菌操作が難しい
その他
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学術第4小委員会：日本病院薬剤師会雑誌, 47
（8）
, 949-951, 2011
【文献】
1）McDonald A et al.: J Palliat Med, 9
（2）
, 285-295, 2006
2）Naylor W: Nurs Stand, 16
（52）
, 45-53, 2002
3）Wilkes L et al.: J Wound Care, 10
（3）
, 65-69, 2001
4）Alexander S: J Wound Care, 18(8), 325-329, 2009
5）Alexander S: J Wound Care, 18(9), 374-382, 2009
6）学術第4小委員会：日本病院薬剤師会雑誌, 47
（8）
, 949-951, 2011

2

「警告・禁忌を含む使用上の注意」
等は、DIの頁をご参照ください。

がん性皮膚潰瘍臭に対する
ロゼックス®ゲルの臨床成績
がん性皮膚潰瘍に伴う臭いの評価

ロゼックス®ゲル0.75％
（以下
「ロゼックス®ゲル」
）
の国内第Ⅲ相試験1）において、治験責任
（分担）
医師に
＊
よるDay14又は試験中止時のにおいの改善率
（主要評価項目）
は95.2％
（20/21例、90％信頼区間：

79.3～99.8％、正確法）
でした。また、評価者別のにおいスコア
（副次評価項目）
において、
「においがない」
または
「においはあるが不快ではない」
と評価した割合は、ベースライン時で医師が0％、看護師が19.1％、
被験者が42.9％、Day7で医師が76.2％、看護師が76.1％、被験者が100.0％、Day14で医師と看護師が
95.0％、
被験者が100.0％でした。安全性評価対象21例中、
副作用は2例
（9.5%）
に認められました。いずれ
も潰瘍部位からの出血でした。本試験において死亡例を含む重篤な副作用は認められませんでした。
＊においの改善率：治験責任
（分担）
医師によって
「においがない」
又は
「においはあるが不快ではない」
と評価された割合。また、LOCF法により欠測値を補完した。

臭いの感じ方は個人差が大きく、数値化するのが非常に難しい尺度です。
ガーゼ交換などで潰瘍部が露出している時と、安静時では臭いの感じ方は異なりますし、患者さんは口
臭などがん性皮膚潰瘍以外の原因による臭いも有しています。また、国内第Ⅲ相試験において、ベースライ
ン時から評価者によりにおいスコアの評価が異なったことから、臭いに接する時間が長いと慣れてしまうた
め、患者さん、看護師、医師など、評価者によっても差が出ることが示唆されます。臭いの評価時には、評価
者・評価時のシチュエーションなどの副次的要素も合わせて記録することが重要です。

● においスコア
（副次評価項目）
4：非常に不快なにおい

医師評価

（％）
100
80

割合

60
40

23.8
（5）
14.3
（3）

61.9
（13）

20
0

3：中等度に不快なにおい

14.3
（3）
9.5
（2）

看護師評価

（％）
5.0
（1）

30.0
（6）

23.8
（5）

52.4
（11）

2：軽度に不快なにおい
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（2）

5.0
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ベースライン
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Day14

（21）
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19.0
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60
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（6）
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（16）

40
20
0

0：においがない

被験者評価

（％）

19.0
（4）

57.1
（12）

1：においはあるが不快ではない

38.1
（8）

4.8
（1）

42.9
（9）

ベースライン

Day7

Day14

（21）

（21）

（20）

（

）
=n

承認時評価資料：Watanabe K et al.: Support Care Cancer, 24
（6）
, 2583-2590, 2016一部改変

〔禁忌
（次の患者には使用しないこと）
〕
一部抜粋
（3）
妊娠３ヵ月以内の婦人
［
「妊婦、産婦、授乳婦等への使用」
の項参照］
【使用上の注意】一部抜粋
２．
重要な基本的注意
（1）
本剤の皮膚潰瘍部位への塗布により全身吸収が認められるため、塗布部位が広範囲の場合等には、経口用又は点滴静注用製剤の投与により認められる
副作用
（末梢神経障害、中枢神経障害、白血球減少、好中球減少など）
が、
血中濃度の上昇により発現するおそれがある。異常が認められた場合には投与
を中止するなど、適切な処置を行うこと。
（
「薬物動態」
の項参照）
（２）
患部を刺激することにより、潰瘍部位の血管が損傷し、出血を招くことがあるので、
ガーゼの交換等の処置は十分注意して行うこと。
（
「適用上の注意」
の
項参照）
3

®
ロゼックス ゲ
ル
臨床成績

■試験概要
目

的：がん性皮膚潰瘍臭に対するロゼックス®ゲルの安全性及び有効性を検討する。

対

象：感染が示唆されるがん性皮膚潰瘍臭を有する患者21例
（においスコア2以上）
。
全21例にロゼックス® ゲルが投与されたが、1例は潰瘍部位からの滲出液が増加したため、
Day7に試験を中止した。

試験デザイン：多施設共同、
非盲検、
非対照試験

方

法：患部を十分に清浄した後、
ロゼックス®ゲルを非粘着性のドレッシング材
（ガーゼ、
シリコンガーゼ、
創傷被覆・保護材など）
に塗り、皮膚潰瘍部位を覆う。必要に応じて1日1～2回、14日間投与し、
1日30ｇを上限とした。

有効性の評価項目：
〔主要評価項目〕
においの改善率：治験責任
（分担）
医師によるDay14
（又は試験中止時）
のにおい
スコアが0又は1と評価された被験者の割合とする。また、LOCF法により欠測
値を補完した。
〔副次評価項目〕
においスコア、
潰瘍部位の臨床所見、
疼痛

〔その他の評価項目〕
細菌学的検査、
被験者のQOL全般改善度

安全性の評価項目：有害事象、
臨床検査、
バイタルサイン、
身体所見、
尿妊娠検査

● ロゼックス®ゲルの国内第Ⅲ相試験で用いたにおいスコア
定

スコア

義

0

においがない

1

においはあるが不快ではない（皮膚潰瘍の近傍［約 20cm］
でわずかに臭う）

2

軽度に不快なにおい（皮膚潰瘍の近傍で明らかに臭う）

3

中等度に不快なにおい（ベッドサイドで臭う
［約1m］）

4

非常に不快なにおい（部屋に入ると臭う）

【文献】
1）承認時評価資料：Watanabe K et al.: Support Care Cancer, 24
（6）
, 2583-2590, 2016

（３）
刺激感を伴う皮膚症状が認められた場合は、使用回数を減らす又は一時的に本剤の使用を中止し、必要に応じ医師の指示を受けるよう患者に指導する
こと。
（４）
本剤の使用中は、
日光又は日焼けランプ等による紫外線曝露を避けること。本剤は紫外線照射により不活性体に転換され、効果が減弱することがある。
8．
適用上の注意
ガーゼ等の交換時に患部に刺激を与えることがあるため、浸潤させる等本剤塗布部位の乾燥に注意すること。
9．
その他の注意
本剤の長期の使用経験はないため、本剤を長期に使用する場合には、投与の継続を慎重に判断すること。また本剤の塗布時には、患部の状態を観察し、
異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。なお、動物にメトロニダゾールを長期経口投与した場合、マウスでは肺腫瘍が、
またラットでは乳房腫瘍の発生が報告されているが、
ハムスターの生涯投与試験では腫瘍はみられていないとの報告がある。
4

がん性皮膚潰瘍に伴う臭いに対する
ロゼックス®ゲルを用いたケア方法
臭いケアの方法
創の清浄
創の洗浄によって異物、汚染物、微生物などを取り除き、創傷治癒を促進させることはwound bed
preparation
（創面環境調整）
につながり、特に感染に対する治療として重要です1）。
また、創傷管理に関連する複数のガイドラインにおいて、急性創傷・慢性創傷・褥瘡などの創の種類を
問わず、創洗浄は創傷治癒に有効であると記載されています2-4）。
がん性皮膚潰瘍においては、潰瘍周囲は弱酸性洗浄剤をよく泡立ててやさしく洗浄し、潰瘍部と潰瘍周囲
皮膚をたっぷりの微温湯で洗い流します。潰瘍部位の壊死組織は、
細菌繁殖の温床となるため、
可能であれ
ば除去しますが、出血のリスクが高い場合は避けます。

外用薬の使用
ロゼックス®ゲル
がん性皮膚潰瘍部位の殺菌･臭気の軽減に対して保険適応を有します。有効成分のメトロニダゾールが
嫌気性菌のDNA合成を阻害することによって静菌/殺菌作用を示し5,6）、臨床試験で有効性･安全性が評価
されています。
7）
また、がん性皮膚潰瘍臭を改善するための治療として、WHO
（World Health Organization）
やASCO
8）
（American Society of Clinical Oncology）
において、
メトロニダゾール外用薬の使用が推奨されて
います。

ロゼックス®ゲルの塗り方
塗り方
①潰瘍および周囲を清浄し、潰瘍の範囲に合わせたガーゼ等を準備します

●微温湯でやさしく上から潰瘍部を洗います。

●痛みが無ければ、弱酸性洗浄剤を泡立てて
潰瘍の周りを洗います。

〔禁忌
（次の患者には使用しないこと）
〕
一部抜粋
（3）
妊娠３ヵ月以内の婦人
［
「妊婦、産婦、授乳婦等への使用」
の項参照］
【使用上の注意】一部抜粋
２．
重要な基本的注意
（1）
本剤の皮膚潰瘍部位への塗布により全身吸収が認められるため、塗布部位が広範囲の場合等には、経口用又は点滴静注用製剤の投与により認められる
副作用
（末梢神経障害、中枢神経障害、白血球減少、好中球減少など）
が、
血中濃度の上昇により発現するおそれがある。異常が認められた場合には投与
を中止するなど、適切な処置を行うこと。
（
「薬物動態」
の項参照）
（２）
患部を刺激することにより、潰瘍部位の血管が損傷し、出血を招くことがあるので、
ガーゼの交換等の処置は十分注意して行うこと。
（
「適用上の注意」
の
項参照）
5

ワンポイント

臭いのケア

●潰瘍とその周囲皮膚をたっぷりの微温湯で
洗い流します。皮膚に残った薬剤や止血剤
などもこの時にきれいに洗い流します。

●水分を拭き取る時も、
潰瘍部をこすらず、
タオル等で押さえるように拭きます。

ガーゼ等のサイズ

正常皮膚に滲出液や薬剤が付着すると接触皮膚炎を起
こす可能性がありますので、なるべく潰瘍と同程度のサ
イズのガーゼ等を選択します。

②ガーゼ等にロゼックス®ゲルをのばし、潰瘍に貼り、テープで固定します

●潰瘍の範囲と合致するようにガーゼ等に
ロゼックス®ゲルをのせ、へらで平らにのばして
患部に貼付します。

●ガーゼ等の縁に沿うようにテープを貼って
固定します。テープかぶれを防ぐために、
テープを貼る場所は毎回少しずつずらします。

（３）
刺激感を伴う皮膚症状が認められた場合は、使用回数を減らす又は一時的に本剤の使用を中止し、必要に応じ医師の指示を受けるよう患者に指導する
こと。
（４）
本剤の使用中は、
日光又は日焼けランプ等による紫外線曝露を避けること。本剤は紫外線照射により不活性体に転換され、効果が減弱することがある。
8．
適用上の注意
ガーゼ等の交換時に患部に刺激を与えることがあるため、浸潤させる等本剤塗布部位の乾燥に注意すること。
9．
その他の注意
本剤の長期の使用経験はないため、本剤を長期に使用する場合には、投与の継続を慎重に判断すること。また本剤の塗布時には、患部の状態を観察し、
異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。なお、動物にメトロニダゾールを長期経口投与した場合、マウスでは肺腫瘍が、
またラットでは乳房腫瘍の発生が報告されているが、
ハムスターの生涯投与試験では腫瘍はみられていないとの報告がある。
6

がん性皮膚潰瘍に伴う臭いに対する
ロゼックス®ゲルを用いたケア方法
ワンポイント

ガーゼ等交換時の出血予防
（親水クリーム重層法）

ガーゼの目地が埋まる程度に
親水クリームを塗り、その上に

ロゼックス®ゲルを重ねて患部

へ貼付すると、交換時の出血リ

スクを抑えることができます。

③ガーゼ等の上から滲出液吸収用の吸水パッドを重ねてテープで固定します
●潰瘍からの滲出液を吸収し、漏れを防ぐためにガーゼ等の
上に吸水パッドを重ねます。
表面に防水加工が施されたドレッシング材では滲出液の
吸収量が足りない可能性がありますので、がん性皮膚潰
瘍の場合はお薦めしません。吸収パッドは生理用品や尿と
りパッド、紙おむつなどでも代用できます。
滲出液が多い時は、薬剤のついたガーゼ等は1日2回まで
の交換とし、吸水パッドだけをこまめに取り替えると良いで
しょう。

ガーゼ等交換時
ガーゼ等を十分にぬらしてから1枚ずつ剥がし、p.5-7の塗り方①～③の手順でロゼックス®ゲルを塗布
します。
（1日1～2回の交換が目安です）

●ガーゼ等全体を十分に
ぬらします。

●ガーゼ等を1枚ずつ慎重に
剥がします。

●最後の1枚を剥がす前に
もう一度よくぬらしガーゼ等
の端からゆっくり剥がします。

〔禁忌
（次の患者には使用しないこと）
〕
一部抜粋
（3）
妊娠３ヵ月以内の婦人
［
「妊婦、産婦、授乳婦等への使用」
の項参照］
【使用上の注意】一部抜粋
２．
重要な基本的注意
（1）
本剤の皮膚潰瘍部位への塗布により全身吸収が認められるため、塗布部位が広範囲の場合等には、経口用又は点滴静注用製剤の投与により認められる
副作用
（末梢神経障害、中枢神経障害、白血球減少、好中球減少など）
が、
血中濃度の上昇により発現するおそれがある。異常が認められた場合には投与
を中止するなど、適切な処置を行うこと。
（
「薬物動態」
の項参照）
（２）
患部を刺激することにより、潰瘍部位の血管が損傷し、出血を招くことがあるので、
ガーゼの交換等の処置は十分注意して行うこと。
（
「適用上の注意」
の
項参照）
7

ロゼックス®ゲル使用時のポイント
■ 投与量の目安
ロゼックス®ゲルは10cm×10cmの潰瘍に対して1回あたり約8gの塗布を目安とします。

10cm×10cmの潰瘍の目安

ロゼックス®ゲル約8gの目安

10cm

4.2～4.6cm

臭いのケア

10cm

10.8cm

10cm

ロゼックス ® ゲ ル を
チューブから渦巻状
に約３周、直径4.2～
4.6cmの円を埋める
ように出すと、約8g
となります。

10cm

ロゼックス®ゲル
（高密度ポリエチレンチューブ）
について、臨床での使用を想定した条件でガーゼに塗布
し、その状態について確認を行いました9）。10cm×10cmのガーゼの中央にロゼックス®ゲルを渦巻状に
約8g塗布し、投与量を秤量しました。また、塗布したゲルの写真を撮影し、渦巻状ゲルの高さ、縦・横の長さ
を計測しました。試験の繰り返し回数は3回としました。本試験の結果を表１にお示しします。
表1

ロゼックス®ゲルの投与量に関する検討結果9）
試験回数

1回目

2回目

3回目

平均

縦
（cm）

4.5

4.2

4.6

4.4

横
（cm）

4.3

4.3

4.2

4.3

高さ
（cm）

0.6

0.6

0.6

0.6

塗布量
（g）

8.41

8.02

8.25

8.23

状態

―

10cm×10cmのガーゼの中央にロゼックス®ゲルを渦巻状に約8g塗布した結果、その大きさは縦・
横ともに4.2～4.6cmとなり、高さはいずれも0.6cmであり、大きなばらつきは認められず、安定した塗布
が可能であることが確認できました。

（３）
刺激感を伴う皮膚症状が認められた場合は、使用回数を減らす又は一時的に本剤の使用を中止し、必要に応じ医師の指示を受けるよう患者に指導する
こと。
（４）
本剤の使用中は、
日光又は日焼けランプ等による紫外線曝露を避けること。本剤は紫外線照射により不活性体に転換され、効果が減弱することがある。
8．
適用上の注意
ガーゼ等の交換時に患部に刺激を与えることがあるため、浸潤させる等本剤塗布部位の乾燥に注意すること。
9．
その他の注意
本剤の長期の使用経験はないため、本剤を長期に使用する場合には、投与の継続を慎重に判断すること。また本剤の塗布時には、患部の状態を観察し、
異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。なお、動物にメトロニダゾールを長期経口投与した場合、マウスでは肺腫瘍が、
またラットでは乳房腫瘍の発生が報告されているが、
ハムスターの生涯投与試験では腫瘍はみられていないとの報告がある。
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がん性皮膚潰瘍に伴う臭いに対する
ロゼックス®ゲルを用いたケア方法
主な潰瘍サイズと投与目安量
潰瘍サイズ

1回投与量

必要本数※

3cm×3cm

約0.7g

1本

10cm×10cm

約8g

5本

20cm×20cm

約31g

18本

※ロゼックス®ゲルを1日2回2週間投与する際の必要本数

その他の潰瘍サイズの投与目安量は、がん
性皮膚潰瘍ケアチャンネルサイトに掲載し

投与量カリキュレーター

ている投与量カリキュレーターで計算する
ことができます。
投与量カリキュレーター
https://www.maruho.co.jp/p/rzxcal/

■ 投与期間
ロゼックス®ゲルの使用を始めてから臭いが改善したと感じるまで1～2週間程度かかります。
また、抗がん剤や放射線治療など、原疾患の治療により潰瘍のサイズや滲出液の量は変化するため、患者
さんの潰瘍の状態や有害事象に注意しながら、臭いのある間は投与を継続してください。

■ 併用薬剤・ドレッシング材に関する注意
ロゼックス®ゲルの基剤に使用されているカルボキシビニルポリマーは塩やpHの影響を受けやすく、併用
する薬剤の性質によってゲルが崩壊してしまうことがあります。
例えば、
局所麻酔薬であるリドカイン塩酸塩の外用薬などは、
ロゼックス®ゲルの基剤ゲルを崩壊させ、
液体
化させてしまうことが報告されています10）。潰瘍部の疼痛ケアが必要な場合は、外用薬ではなく、
オピオ
イド鎮痛薬やNSAIDs等の経口薬または注射薬の使用をお薦めします。
また、がん性皮膚潰瘍では出血することも多いですが、
アルギン酸ナトリウムを含む止血剤との併用でも
ゲルが崩壊し、液体化してしまいます10）ので、注意が必要です。

■ ロゼックス®ゲルの有効性が不十分であると思われるとき
ロゼックス®ゲルの有効性が不十分であると思われるとき、1回投与量を増量したり、投与回数を多くする
ことを検討する前に、患部をガーゼ交換の際は毎回きちんと洗浄し、清潔な状態であることを確認すべき
です。洗浄は患部を出血しないように弱酸性洗浄剤を泡立て、手で優しく洗浄し前回処置したロゼックス®
ゲルの残りなどをきれいに洗い流すことが重要です。

〔禁忌
（次の患者には使用しないこと）
〕
一部抜粋
（3）
妊娠３ヵ月以内の婦人
［
「妊婦、産婦、授乳婦等への使用」
の項参照］
【使用上の注意】一部抜粋
２．
重要な基本的注意
（1）
本剤の皮膚潰瘍部位への塗布により全身吸収が認められるため、塗布部位が広範囲の場合等には、経口用又は点滴静注用製剤の投与により認められる
副作用
（末梢神経障害、中枢神経障害、白血球減少、好中球減少など）
が、
血中濃度の上昇により発現するおそれがある。異常が認められた場合には投与
を中止するなど、適切な処置を行うこと。
（
「薬物動態」
の項参照）
（２）
患部を刺激することにより、潰瘍部位の血管が損傷し、出血を招くことがあるので、
ガーゼの交換等の処置は十分注意して行うこと。
（
「適用上の注意」
の
項参照）
9

■ ロゼックス®ゲルの漫然とした継続使用
ロゼックス®ゲルの使用により、がん性皮膚潰瘍臭の改善が認められた場合は、一度使用中止することも
検討すべきであり、
ロゼックス®ゲルの漫然とした継続使用は推奨されません。

■ 潰瘍部位が広範囲の場合
がん性皮膚潰瘍が広範囲に渡る場合には、潰瘍部位やその周辺のみにロゼックス®ゲルを使用し、その他
部位には水溶性軟膏剤であるマクロゴール軟膏や乳剤性基剤の親水クリームなどの非油性基剤をガー
ゼに塗布したものを貼付することでロゼックス®ゲルの投与量を軽減できます。マクロゴール軟膏や親水

臭いのケア

クリームは、
ガーゼ交換時に比較的水で洗い流しやすいことやロゼックス®ゲルともなじみ易く分離しない
ことが利点です。一方、
ワセリンのような油性基剤は洗浄に時間がかかることや、
ロゼックス®ゲルともなじ
み難く分離する可能性があります。

■ 滲出液が多い場合や潰瘍部位からの出血リスクが高い場合
滲出液が多い場合や潰瘍部位からの出血リスクが高い場合にロゼックス®ゲルの１回投与量が多くなりが
ちですが、
ゲル基剤における滲出液の吸水特性には限界があります。滲出液が多い場合は吸水性のある
ガーゼ等でケアすることが有用です。また、出血リスクが高い場合は、親水クリーム重層法
（p.7＜ワンポイ
ント＞をご参照ください）
などを用いると良いでしょう。

副作用リスク軽減のために
■ 接触性皮膚炎
正常皮膚にロゼックス®ゲルや滲出液が付着することで、接触皮膚炎を引き起こすことがあります。創面
の洗浄後ロゼックス®ゲルを塗布する前に、潰瘍部と正常皮膚の境界部に撥水性のあるスキンケアクリー
ムを塗ることで正常皮膚を保護することができます 。

■ 末梢神経障害
ロゼックス®ゲルの皮膚潰瘍部位への塗布により全身吸収が認められるため、塗布部位が広範囲の場合
等には、経口用または、点滴静注用製剤の投与により認められる副作用
（末梢神経障害、中枢神経障害、白
血球減少、好中球減少など）
が血中濃度の上昇により発現するおそれがあります。異常が認められた場合
には投与を中止するなど、適切な処置を行ってください。

（３）
刺激感を伴う皮膚症状が認められた場合は、使用回数を減らす又は一時的に本剤の使用を中止し、必要に応じ医師の指示を受けるよう患者に指導する
こと。
（４）
本剤の使用中は、
日光又は日焼けランプ等による紫外線曝露を避けること。本剤は紫外線照射により不活性体に転換され、効果が減弱することがある。
8．
適用上の注意
ガーゼ等の交換時に患部に刺激を与えることがあるため、浸潤させる等本剤塗布部位の乾燥に注意すること。
9．
その他の注意
本剤の長期の使用経験はないため、本剤を長期に使用する場合には、投与の継続を慎重に判断すること。また本剤の塗布時には、患部の状態を観察し、
異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。なお、動物にメトロニダゾールを長期経口投与した場合、マウスでは肺腫瘍が、
またラットでは乳房腫瘍の発生が報告されているが、
ハムスターの生涯投与試験では腫瘍はみられていないとの報告がある。
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がん性皮膚潰瘍に伴う臭いに対する
ロゼックス®ゲルを用いたケア方法
患者指導のポイント
■ 治療の提案
『臭い』の治療を提案するのは難しく、自身の臭いに慣れてしまった患者さんではショックを受ける可能
性もあります。臭いは潰瘍の嫌気性菌感染が原因ですから
『潰瘍の細菌感染に対する治療』
として患者
さんに提案すると良いでしょう。

■ 患部の清浄
患部の清浄が保たれていないと、薬の効果が十分に発揮できないことがあります。
よく泡立てた弱酸性洗浄剤で潰瘍周囲を洗い、潰瘍とその周囲を微温湯で十分に洗い流すことで、患
部を清潔に保つように指導しましょう。

■ ロゼックス®ゲル適正使用の要点
薬剤は医師の指示に従い、適切な量を決められた範囲に使用し、
ガーゼ等交換の際には、
ガーゼ等全体を
十分にぬらして1枚ずつゆっくり剥がすよう指導しましょう。
【文献】
1）立花 隆夫. 診断と治療, 95
（9）
, 1559-1566, 2007
2）創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン―1：創傷一般ガイドライン, 日皮会誌, 127
（8）
, 1659-1687, 2017
3）創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン―2：褥瘡診療ガイドライン, 日皮会誌, 127
（8）
, 1689-1744, 2017
4）創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン―6：熱傷診療ガイドライン, 日皮会誌, 127
（8）
, 2261-2292, 2017
5）Freeman CD et al.: Drugs, 54
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, 679-708, 1997
6）Bendesky A et al.: Mutat Res, 511
（2）
, 133-144, 2002
7）Symptom relief in terminal illness（WHO Library Cataloguing in Publication Data）95-96, 1998
8）がん症状緩和の実際
（ASCO公式カリキュラム）
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〔禁忌
（次の患者には使用しないこと）
〕
一部抜粋
（3）
妊娠３ヵ月以内の婦人
［
「妊婦、産婦、授乳婦等への使用」
の項参照］
【使用上の注意】一部抜粋
２．
重要な基本的注意
（1）
本剤の皮膚潰瘍部位への塗布により全身吸収が認められるため、塗布部位が広範囲の場合等には、経口用又は点滴静注用製剤の投与により認められる
副作用
（末梢神経障害、中枢神経障害、白血球減少、好中球減少など）
が、血中濃度の上昇により発現するおそれがある。異常が認められた場合には投与
を中止するなど、適切な処置を行うこと。
（
「薬物動態」
の項参照）
（２）
患部を刺激することにより、潰瘍部位の血管が損傷し、出血を招くことがあるので、
ガーゼの交換等の処置は十分注意して行うこと。
（
「適用上の注意」
の
項参照）
（３）
刺激感を伴う皮膚症状が認められた場合は、使用回数を減らす又は一時的に本剤の使用を中止し、必要に応じ医師の指示を受けるよう患者に指導する
こと。
（４）
本剤の使用中は、
日光又は日焼けランプ等による紫外線曝露を避けること。本剤は紫外線照射により不活性体に転換され、効果が減弱することがある。
8．
適用上の注意
ガーゼ等の交換時に患部に刺激を与えることがあるため、浸潤させる等本剤塗布部位の乾燥に注意すること。
9．
その他の注意
本剤の長期の使用経験はないため、本剤を長期に使用する場合には、投与の継続を慎重に判断すること。また本剤の塗布時には、患部の状態を観察し、
異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。なお、動物にメトロニダゾールを長期経口投与した場合、マウスでは肺腫瘍が、
またラットでは乳房腫瘍の発生が報告されているが、
ハムスターの生涯投与試験では腫瘍はみられていないとの報告がある。
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がん性皮膚潰瘍に伴う
臭い以外の諸症状への対応

ロゼックス®ゲルの効能・効果は
「がん性皮膚潰瘍部位
の殺菌・臭気の軽減」
であり、がん性皮膚潰瘍に伴う
臭い以外の諸症状に対しては、保険適応外となります
本資材に記載されている薬剤のご使用にあたっては、
各製品の添付文書をご参照ください
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がん性皮膚潰瘍に伴う痛みに対するケア方法
がん性皮膚潰瘍に伴う痛みですが、がん性皮膚潰瘍を有するからといって特別なケア方法はほとんど
ありません。一般的ながん治療の疼痛管理を行うことが基本方針となります。
したがって『がん疼痛の薬
物療法に関するガイドライン
（2014年版）』を参考に、痛みの原因の評価および痛みの評価を行い、
原因に応じて対応することが基本です。
図1

痛みの評価と治療のフロー

痛みの包括的評価

患者教育
●個別に応じた教育
●継続する
●各種教育内容

原因に応じた対応
●がんによる痛み
●がん治療による痛み
●がん・がん治療と直接関連のない痛み
●オンコロジーエマージェンシー
●特定の病態による痛み

共通する疼痛治療
非オピオイド鎮痛薬で

鎮痛薬が投与されて

十分な鎮痛効果が得られない

いない軽度の痛み

NSAIDsまたはアセトアミノフェン

または中等度以上の痛み

オピオイド鎮痛薬の開始

持続痛がコントロールされていない場合

突出痛がコントロールされていない場合

オピオイド鎮痛薬による副作用確認

●レスキュー薬の投与
●突出痛の分類による治療

あり
●副作用の対処と定期投与量の増量

なし
定期投与量の増量

●オピオイドスイッチング

特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 緩和医療ガイドライン作成委員会編：がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2014年版, 金原出版, 東京, 2014, p.122より一部改変
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痛みの原因の評価
『がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン
（2014年版）
』
に則り、
まず痛みの原因の評価を行います。
がん患者さんにみられる痛みは、
「がんによる痛み」
「
、がん治療による痛み」
「
、がん・がん治療と直接関連
のない痛み」
、
に分類され、その他にも
「オンコロジーエマージェンシー」
「
、特定の病態による痛み」
なども
評価します。
がんによる痛みでは鎮痛薬の投与とともに、化学療法、外科療法、放射線療法などの腫瘍そのものに
対する治療を検討します。がん治療による痛みや、がん・がん治療と直接関連のない痛みでは原因に応じ
た治療を検討します。痛みが骨折、脊髄圧迫症候群、感染症、消化管閉塞、出血、穿孔などのオンコロジー
エマージェンシーの症状である場合は、痛みへの対応のみでなく、痛みを生じている病態の把握と原因
への対応を行います。特定の病態による痛みとしては、
神経障害性疼痛、
骨転移による痛み等がありますが、
それぞれ鎮痛補助薬、神経ブロック、放射線療法など異なる鎮痛手段がありますので、
「共通する疼痛治
療」
を行うとともにこれらの手段も検討します。

痛みの評価
痛みの評価では、痛みの日常生活への影響、痛みのパターン
（持続痛か突出痛か）
、痛みの強さ、痛み

痛みのケア

の部位、痛みの経過、痛みの性状、痛みの増悪因子と軽快因子、現在行っている治療の反応およびレス
キュー薬の効果と副作用について評価します。

共通する疼痛治療
具体的には、①鎮痛薬が投与されていない軽度の痛み②非オピオイド鎮痛薬で十分な鎮痛効果が得
られない、
または中等度以上の痛み③オピオイド鎮痛薬が投与されても十分な鎮痛効果が得られない痛
みの3段階で治療薬が変わります。
①鎮痛薬が投与されていない軽度の痛みに対しては、非オピオイド鎮痛薬
（NSAIDsまたはアセトアミノ
フェン）
を開始します。腎機能障害、消化性潰瘍、出血傾向がある場合はアセトアミノフェンを使用しま
す。NSAIDsを投与する場合には消化性潰瘍の予防を検討します。
②非オピオイド鎮痛薬で十分な鎮痛効果が得られない、
または中等度以上の痛みに対しては、
オピオイド
鎮痛薬を開始します。オピオイド鎮痛薬は、可能な投与経路、合併症、併存症状、痛みの強さなど患者さ
んの状態に応じて、
コデイン、
モルヒネ、
オキシコドン、
フェンタニル、
トラマドール、
ヒドロモルフォン、
タ
ペンタドール、
メサドンのいずれかを使用します。オピオイド鎮痛薬の開始に伴って生じる可能性があ
る、悪心・嘔吐および便秘の対策を検討します。
③オピオイド鎮痛薬が投与されても十分な鎮痛効果が得られない痛みがあるときは、
まず持続痛か突出
痛かを区別します。
持続的な痛みが緩和されていない場合は、悪心・嘔吐などオピオイド鎮痛薬による副作用が無ければ、
オピオイド鎮痛薬の定期投与量の増加をするか、
オピオイド鎮痛薬ローテーションを検討します。鎮痛効
果が不十分な場合は、非オピオイド鎮痛薬をオピオイド鎮痛薬と併用、
オピオイドスイッチング、他のオピ
オイド鎮痛薬を追加、投与経路の変更、鎮痛補助薬をオピオイド鎮痛薬と併用、
または神経ブロックなど
を検討します。
突出痛が緩和されていない場合は、予測できる突出痛、予測できない突出痛、および定時鎮痛薬の切
れ目の痛み
（end-of-dose failure）
に分類します。予測できる突出痛では、誘発する刺激を避け、痛みを
誘発する刺激の前にレスキュー薬の投与を行います。定時鎮痛薬の切れ目の痛みに対しては、定期投与
量の増量・投与間隔の短縮を行います。いずれも、突出痛に対しては、
オピオイド鎮痛薬のレスキュー薬を
投与します。鎮痛効果が不十分な場合は、非オピオイド鎮痛薬をオピオイド鎮痛薬と併用、
レスキュー薬
の増量、定期投与量の増量、神経ブロックなどを検討します。
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がん性皮膚潰瘍に伴う痛みに対するケア方法
特定の病態による痛みに対する治療
特定の病態による痛みに対しては、非オピオイド鎮痛薬・オピオイド鎮痛薬による疼痛治療
（
「共通する
疼痛治療」
）
に加えて、それぞれの病態に沿った治療を検討します。がんによる神経障害性疼痛には、鎮痛
補助薬※
（抗けいれん薬、抗うつ薬、NMDA
（N-Methyl-D-Aspartate）
受容体拮抗薬、抗不整脈薬、
コル
チコステロイド）
の投与を考慮します。鎮痛補助薬は、薬剤に生じやすい副作用と痛みを生じている病態
から選択します。効果不十分な場合には、鎮痛補助薬の併用・変更、神経ブロックを検討します。骨転移に
よる痛みには、予測される生命予後を検討したうえでビスホスホネート※、デノスマブなどの投与の検討
や、神経ブロックの適応を専門家に相談します。上腹部の痛みには、腹腔神経叢ブロック
（内臓神経ブロッ
ク）
などの神経ブロックの適応についてなるべく早い時期に専門家に相談します。胸部の痛みには、硬膜
外ブロック、肋間神経ブロック、神経根ブロック、
クモ膜下フェノールブロックなどの神経ブロックの適応を
専門家に相談します。
※適応症については最新の添付文書をご確認ください

患者教育
疼痛治療を受ける患者さんに対しては、患者教育が重要です。特にがん性皮膚潰瘍を生じている患者
さんは、治療に対して不安やためらいがある場合が多いので患者教育がさらに重要となります。患者教
育は、個々の患者さんに応じて、可能であれば治療に対して不安やためらいがあるご家族も同時に、疼痛
日記等を用いて継続して行うことが重要です。教育内容としては、痛みを我慢することのデメリットや疼
痛薬に対しての誤解について具体的に説明し、
痛みとオピオイド鎮痛薬に関する正しい知識を得ることや、
痛みの治療計画とオピオイド鎮痛薬やレスキュー薬を含めた鎮痛薬の具体的な使用方法、NRS

＊

（Numerical Rating Scale）
を用いた医療従事者への痛みの伝え方、非薬物療法と生活の工夫、疼痛日
記等を用いたセルフコントロールを重点的に行います。
＊NRS：痛みを0から10の11段階に分け、全く痛みがない状態を0、考えられる中で最悪の痛みを10として、痛みの点数を問う評価ツール

がん性皮膚潰瘍を有する場合の特徴
唯一、一般的な疼痛管理と異なることは、がん性皮膚潰瘍を有する場合はガーゼ交換時に痛みが増強
することが多いため、その対策として、
レスキュー薬をガーゼ交換前に使用したり、
ガーゼ交換で薬剤を
塗布する際にリドカイン塩酸塩ゼリーやリドカイン塩酸塩スプレーを併用することがあるという点です。
【参考文献】
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会
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がん性皮膚潰瘍に伴う臭い以外の諸症状への対応

がん性皮膚潰瘍に伴う滲出液に対するケア方法
がん性皮膚潰瘍の滲出液は、腫瘍の浸潤によってリンパ系機能が障害されること1,2）、細菌感染によっ
て免疫システムが活性化し、組織の炎症反応が生じることで、血管透過性が亢進し、増加します3）。多い場
合は、1日300～400gの滲出液の排出を認めることがあります。
がん性皮膚潰瘍において滲出液の管理は重要なケアの1つです。管理が十分でない場合、潰瘍周囲皮
膚の浸軟や接触性皮膚炎を引き起こすなど4,5）、二次的な皮膚障害を生じる恐れがあります。さらに滲出
液の漏れは衣服の汚染や臭いの漏れにつながり、患者さんのQOLや周囲の人々にも影響を及ぼすため、
滲出液の管理は重要です。

がん性皮膚潰瘍に伴う滲出液に対するケア方法について
1）
潰瘍部のアセスメント

潰瘍の部位、サイズ、形、組織のタイプ
（表皮化・肉芽・壊死組織）
、滲出液の性状と量、臭い
（感染）
の有
無、出血の有無、炎症の有無、周囲皮膚の状態、痛みの有無をアセスメントします。特に周囲皮膚は原
疾患に伴う浮腫や滲出液による浸軟によって脆弱となっていたり、紅斑・びらんなどの接触皮膚炎を生

じていることがあるため4,5）、潰瘍部だけでなく、潰瘍周囲の観察をしっかり行います。

痛みのケア

2）
治療

原疾患の治療は重要であり、腫瘍のサイズ減少や症状緩和のために、化学療法やホルモン療法、外科
的切除、放射線治療が行われます。また滲出液を減少させるために、モーズペーストを用いた化学外
科療法を実施することもあります。

3）
局所ケア
■ 洗浄
感染を予防し、潰瘍部を清潔に保つために、十分な水道水もしくは生理食塩水を用いて、潰瘍部と潰瘍
周囲皮膚の洗浄を行います。可能な場合は、
シャワー浴を行います。いずれの際も、出血予防のために

滲出液のケア

洗浄圧に留意します。潰瘍周囲皮膚は、
弱酸性の洗浄剤をよく泡立てて、
愛護的に洗浄します。洗浄後は、
水分を拭き取る時も、潰瘍部をこすらず、
タオル等で押さえるように拭きます。
（洗浄の様子はp.5-6を
ご参照ください）
■ドレッシング材の選択
がん性皮膚潰瘍のケアをする際には、
滲出液の吸収力、
粘着性、
潰瘍の形や患者さんのADL
（Activities
of Daily Living）
を考慮し、滲出液の量や症状、潰瘍の形や身体の動きに追従するドレッシング材を
選択します。特に潰瘍部にドレッシング材が固着することで、剥がす際の出血や痛みにつながるため、
固着しないための工夫と、周囲皮膚炎予防のための適切なドレッシング材選択が必要となります。一次
ドレッシング材では非固着性のものを使用したり、
ガーゼの表面に親水クリームを塗布して、潰瘍面に
ガーゼが固着しない工夫を行います
（p.7<ワンポイント>をご参照ください）
。
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がん性皮膚潰瘍に伴う滲出液に対するケア方法
近年では創部接触面にシリコーンを使用したポリウレタンフォームがあります。さらにポリウレタン
フォームに銀を含有したドレッシング材
（アクアセル®AGフォーム、
メピレックス®ボーダーAg、
ハイドロサ
イト®ジェントル銀など）
も販売されており、感染やクリティカルコロナイゼーション状態
（図1）
にある創部
への使用に適しています。これらのドレッシング材は、いずれも様々な形状が準備されており、創部の部位
や形によって選択が可能であるため、患者さんの状態をアセスメントして適切なものを選択します。滲出
液の量をコントロールでき、部位や形に沿うものを使用することで、滲出液漏れやそれに伴う皮膚炎を予
防することができ、患者さんのケアの負担軽減、QOLの維持につながります。ただしこれらのドレッシング
材は特定保険医療材料であるため、使用期間に制限があることに注意が必要です
（2週間を標準として、
特に必要と認められる場合については3週間が限度）
。特定保険医療材料以外のドレッシング材のうち、低
粘着性で薄くてやわらかく、追従性が高いドレッシング材として、
ソフトシリコン
（メピレックス®トランス
ファー）
があります。これは一次ドレッシング材として創面に貼付することで、皮膚の凹凸部に密着し、創縁
をしっかりシーリングすることで、周囲皮膚の浸軟などを軽減できます。滲出液が多く、頻回な交換が必要
な場合は、二次ドレッシング材を交換するだけであるため、創部への刺激が少なく、患者さんの苦痛が軽
減できます。
潰瘍部からの臭いを伴う場合は、
ガーゼの表面に親水クリームを塗布して潰瘍面に固着しないようにし
た上に、
ロゼックス®ゲルやカデキソマー・ヨウ素
（保険適応外）
を潰瘍部に必要な量塗布し、潰瘍面に貼付
する方法もあります。ガーゼの上には二次ドレッシング材として、高吸収パッドを使用し、滲出液が多い場
合には、適宜二次ドレッシング材を交換することを薦めています。ロゼックス®ゲル等で、臭いや感染のコ
ントロールができた場合は、表1で示すようなドレッシング材やソフトシリコン
（メピレックス®トランス
ファー）
を用いたケアを行い、患者さんのケアの軽減を図ることをお薦めします。
またガーゼや二次ドレッシング材を使用する場合には、固定が必要となるため、低刺激性のシリコーン
テープなどを使用して、
ずれないように固定します。テープはテンションをかけないように貼付します。
図1

感染の4段階

創汚染

Wound contamination

定着

Wound colonization

臨界的定着

Critical colonization

創感染

Wound infection

細菌と創傷の関係は、上記の４段階に分類され、クリティカルコロナイゼーション
（臨界的定着：
Critical colonization）
は細菌数が増え、創感染に移行しそうな状態を指します。
日本褥瘡学会編：褥瘡ガイドブック-第2版. 照林社, 東京, 68, 2015
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表１

滲出液の量に応じたドレッシング材
滲出液量

ドレッシング材種類

少量

ハイドロコロイド

中等量

ポリウレタンフォーム、
ハイドロファイバー

多量

ポリウレタンフォーム、
ハイドロファイバー

■ 周囲皮膚の保護
滲出液との接触による皮膚の浸軟や皮膚炎を防ぐため、潰瘍周囲皮膚を撥水性クリームやオイルで
保護すると良いでしょう。滲出液が多い場合は、撥水性クリームやオイルが十分な効果を発揮できない
場合があるため、そのような場合は非アルコール性皮膚皮膜剤で、撥水性の皮膜を形成し、滲出液から
皮膚を保護するようにします。皮膜剤の上からテープを貼付することも可能です。

4）
ケア用品の工夫

衛生材料は必ずしも医療用のものでなくてもよく、患者さんが手に入れやすい安価な材料で代用する

ことができます。
例えば、滲出液が多い時に用いる高吸収パッドの代わりに、母乳パッド、生理用ナプキン、尿とりパッド、
紙オムツなどを使用しても良いでしょう。外用薬をガーゼにのばすための舌圧子は、
ケア専用のものを
用意して、
きちんと洗って使用するのであれば、
バターナイフやアイスクリーム用の匙でも代用できます。
また、
ガーゼ交換の時にガーゼ全体をぬらすための洗浄ボトルは安価なプラスチック容器で代用でき
ます。

5）
ケアの留意点

滲出液の漏れによって、外出を避けたり、自分のケアに自信がもてなくなるなど、
セルフエスティーム

滲出液のケア

（自己肯定感）
が低下するとともに、社会的に孤立する可能性があります。患者さんのADLや生活に合
わせたケア方法をともに検討し、
できる範囲のことからトライし、
ケアに自信をもてるよう、援助する必
要があります。
｠

【文献】
1）Adderley UJ et al.: Cochrane Database Syst Rev, 15
（5）
, 2014: CD003948
2）Tandler S et al.: British Journal of Nursing, 26
（12）
, S6-S14, 2017
3）Stotts NA et al
（渡辺晧ほか監訳）
.: 第9章 創感染：診断と管理, 創傷管理の必須知識. エルゼビア・ジャパン, 東京, 231-237, 2008
4）Tamai N et al.: Eur J Oncol Nurs, 7
（5）
, 673-680, 2013
5）Fromantin I et al.: Ostomy wound management, 60
（6）
, 38-48, 2014
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がん性皮膚潰瘍に伴う出血に対するケア方法
がん性皮膚潰瘍とは、皮膚に浸潤もしくは転移・再発したがんが体表面に現れ、潰瘍化した状態です。潰
瘍部は発育に伴う急速な血管新生により、血管壁がもろくなっていることや、腫瘍の血管への浸潤が生じ
ることで出血しやすい状態となります1）。そのため少しの外的刺激でも容易に出血を起こします。がん性
皮膚潰瘍ケアを行ううえで、出血予防や出血を最小限に抑えるための工夫は重要です。
がん性皮膚潰瘍の出血を含めた治療としては、全身療法である薬物療法、局所療法としての放射線療
法が用いられ、一時的なQOLの改善を目的としては手術療法が選択される場合もあります2）。

観察ポイントとアセスメント
潰瘍部の形や大きさ・深さ
（隆起しているもの、陥没しているものなど）
・出血部位・出血量、出血の持続
時間の確認など出血の状態を観察し、処置を行う時に使用するドレッシング材やパッド、薬剤などを選択し
ます。
動脈性の出血は止血困難で電気メスによる凝固止血が必要となる場合があります1）。また静脈性の出
血であっても繰り返し出血する場合は、
モーズペーストを使用した出血部位を硬化させる処置が行われる
場合があります。

出血に対するケアの実際
注意点

1．
潰瘍部の痛みが持続的にある時は、定期的に鎮痛薬等を使用します。ガーゼ交換時に痛みが出現する
場合は、処置をする30分くらい前に鎮痛薬を頓服で使用してから処置を行うことを推奨します。
2．
シャワーを行う前に使用するドレッシング材や親水クリームを塗布したガーゼ、必要量の絆創膏を切っ
て準備しておくと、入浴後ただちに処置が行えるので、湯冷めなどの対策になります。
3．
薬剤は潰瘍部に指などで直接塗るのではなく、
ガーゼに塗布し貼付します
（機械的刺激を避けるため）
。
4．
臭いを軽減する目的で、
ロゼックス®ゲルを使用する場合、使用量が少ないと乾燥しやすく、潰瘍部に固
着しやすいので注意が必要です
（ガーゼが乾燥した状態でそのままガーゼを剥がすと潰瘍部からの出
2）
血を起こすことがあります）
。

5．
滲出液が少ない場合やガーゼからロゼックス®ゲルや滲出液がしみだして困るときの対策としてあらか
じめ親水クリームをガーゼに塗り、その上にロゼックス®ゲルを重ねる親水クリーム重層法があります2）
（p.7<ワンポイント>をご参照ください）
。
6．
出血による貧血や化学療法による骨髄抑制で血小板が減少することなどに留意が必要です。
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出血を伴う場合のガーゼ交換時の手順
（p.7もご参照ください）

１．
潰瘍部に貼付しているガーゼやドレッシング材を剥がす前には十分ぬらします。入浴時はシャワーで
ガーゼの上から微温湯をかけぬらします。日中や寝たきりの患者のケアの場合は、洗浄ボトルに微温湯
を入れガーゼをぬらします。
２．
ガーゼが十分ぬれたことを確認したら、
ガーゼをゆっくり剥がします。ガーゼが数枚重ねてある場合は、
一度に剥がさず、上のガーゼから順番にゆっくり剥がします。
３．
潰瘍部の洗浄時は、
シャワーなどの水圧は下げ、刺激を避けます。正常皮膚は弱酸性洗浄剤などを手で
充分泡立て洗います。潰瘍部は無理にこすったりせず洗い流します。
４．
水分を拭き取る時も、潰瘍部をこすらず、
タオル等で押さえるように拭きます。
５．
洗浄後に出血がある場合は、
アルギン酸ドレッシング材
（ソーブサン®、
カルトスタット®等；図１）
を使用
し、圧迫して止血を確認してから、
ガーゼ保護を行います
（図２）
。または、
アドレナリン※を浸透させたド
レッシング材を使用する場合もあります。※保険適応外
６．
ガーゼを十分ぬらしても、親水クリームを使用しても、潰瘍部にガーゼが固着する場合は非固着性の
ガーゼ
（トレックス®、
メロリン®等）
を使用すると良いでしょう
（図３）
。
７．
準備していた薬剤付ガーゼで潰瘍部を覆います。
潰瘍部を覆う場合は、形状に合わせ、隆起している場合は全体を覆い、逆に陥没している場合はガーゼ
を埋め込むように覆います
（潰瘍部に薬剤が接触するようにします）
。
８．
滲出液の量に合わせ、その上にのせるパッドを選びます。
図1

アルギン酸ドレッシング材の例

図2

出血のある症例への対処

図3

非固着性のガーゼの例

出血のケア

アルギン酸ドレッシング材を用いて止血

ガーゼを用いて圧迫止血

出血に対する精神的ケア
出血が繰り返される場合や動脈性の出血で大出血などを経験すると止血できない不安や恐怖から患者さんが
生命の危険を感じることがあります。そのため緊急時の対応や連絡先などを伝えておくことは重要です1）。
【文献】
1）
中村清吾
（監）
、渡部一宏
（編）
：がん性皮膚潰瘍とそのケア対策. 医薬ジャーナル社出版, 大阪, 58-62, 2016
2）
阿部恭子、矢形寛編：乳がん患者ケア パーフェクトブック. Gakken, 東京, 283‐291, 2017
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がん性皮膚潰瘍に伴う精神的ケア方法
がん性皮膚潰瘍は痛み、出血、滲出液、臭いなどの身体的苦痛だけでなく、精神的苦痛、社会的苦痛、
スピリチュアルペインといった全人的苦痛につながります。この全人的苦痛の考え方は患者さんの苦痛を
マネジメントする際に欠かせない概念で、苦痛は１側面のみで発生するわけではなく1）、先に述べた4側面
が相互に関連しあって他の側面にも影響を及ぼすことを意味しています
（図１）
。
図1

がん性皮膚潰瘍患者さんの全人的苦痛
（例）
がん性皮膚潰瘍に伴う痛み・出血・滲出液多量
がんに伴う痛みや倦怠感など

身体的苦痛

精神的苦痛

全人的苦痛
Total Pain

痛みに対する恐怖感
死への不安
ボディイメージの変化など

社会的苦痛
家事・仕事などの役割遂行不可
家計の問題
ご家族や友人からの疎外感・孤立感

スピリチュアルペイン
生きている意味や自己存在の喪失
「早く死なせてほしい」
など

例えば、がん性皮膚潰瘍に伴う痛みが緩和されず、身体的苦痛が強い場合、
「また痛みが強くなるかもし
れない」
「これからどうなっていくのだろう」
などの精神的苦痛も出現します。さらに、身体的苦痛によって趣
味や家事、仕事、家計など日常生活に支障を来たすという社会的苦痛や、
「こんな状態で生きている意味が
あるのだろうか」
とスピリチュアルペインの出現にもつながります。
したがって、がん性皮膚潰瘍を認める患者さんのケアでは、痛み、出血、滲出液、臭いなどの局所の身体
的苦痛の緩和に加えて、精神的苦痛や社会的苦痛、
スピリチュアルペインにも目を向け、全人的苦痛の緩
和という視点でマネジメントする必要があります。

がん性皮膚潰瘍患者さんに起こりうる
精神的苦痛とスピリチュアルペイン
がん性皮膚潰瘍では、①がん性皮膚潰瘍の部位やサイズなどにより患者さんががんの進行を自覚する
機会となる、②乳房や頭頸部などに発症すると、外観が変化する、③がん性皮膚潰瘍に付着した細菌の影
響による臭いがあり、患者さんだけでなく他者にも影響を与えることがある、④形状や部位によっては局
所の管理に難渋する、などにより死への不安や恐怖、
ボディイメージの変容や喪失感、社会やご家族から
の孤独感、
スピリチュアルペインにつながると考えられます。
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1）
死への不安や恐怖

がん性皮膚潰瘍の表面が壊死組織で覆われていたり、
潰瘍部に触れると容易に出血したり、
場合によって

は潰瘍部と消化管が交通し、便が瘻孔から漏出したりすることもあります。また、がん性皮膚潰瘍の増大
により開口や開眼が困難になることもあります
（図２）
。このような現状を目の当たりにすることで、患者
さんはがんの進行を自覚します。
「今後、
自分の身体がどうなってしまうのだろう」
「
、出血が止まらなかっ
たら死んでしまうのではないか」
「
、サイズが大きくなっていくことで死がどんどん近づいてきた」
と死へ
の不安や恐怖を抱きます。
図2

がん性皮膚潰瘍事例

左上：軟部肉腫による臀部がん性皮膚潰瘍 滲出液多量と臭い、出血、仰臥位と右側臥位の保持困難
左下：舌癌による左頬部がん性皮膚潰瘍 滲出液・膿多量と臭い、出血、開口と左側臥位の保持が困難
右上：大腸がんの腹壁転移によるがん性皮膚潰瘍 瘻孔形成し、便の漏出
右下：乳がんのリンパ節転移によるがん性皮膚潰瘍 滲出液多量と臭い、左側臥位の保持が困難

2）
ボディイメージの変容や喪失感

ボディイメージとは、
自分が自分の身体に持つイメージのことです。これは他者との関わりや社会的価
値観などによって形成され、相互作用により変化していくものです。
頭頸部がん患者さんの場合、顔面から頸部にかけて腫瘍が自壊するとともに周囲組織の腫脹などによ

り顔貌の変化が起こります。頭頸部がん患者さんの中には、
「自分は醜くなった」
や
「人には見せたくない

精神的ケア

顔になった」
などと自分のボディイメージを表現する人もいます。また、乳がん患者さんの場合、
「女性ら
しさを失った」
「子どもとのつながりを失ったように感じる」
と表現する人もいます。
このように皮膚表面からがんが自壊し、がん性皮膚潰瘍が発症することで、否定的なボディイメージを
もつことがあります。そして、
外観上の自分らしさに対する喪失感を抱き、
悲嘆反応を示すこともあります。
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がん性皮膚潰瘍に伴う精神的ケア方法
3）
社会や家族からの孤立感

先に述べたように、否定的なボディイメージをもつことによって人との交流を避けたり、
ご家族から孤立

したりすることがあります。特に、顔貌の変化や臭いの問題があると、友人や近所、職場での人との交流
だけでなく、
ご家族との交流も避けたいと思ってしまい、孤独感を抱くことがあります。
佐藤らは、
口腔がん術後に顔貌が変化した患者さん5例にインタビューし、
5例とも人の目が気になったり、
人を避ける、人前に行きたくないという悩みを抱えていることを明らかにしています3）。がん性皮膚潰瘍
の発症はありませんが、顔貌の変化による社会的苦痛、精神的苦痛が出現することを裏付けています。

4）
スピリチュアルペイン

スピリチュアルペインは将来の喪失、他者との関係の喪失、
自律の喪失から出現する生の無意味、無価
値、虚無、孤独、疎外などであると言われています2）
（表１）
。
がん性皮膚潰瘍によって、死が近づいていると意味づけしたり、痛みが続いたりすることによる将来へ
の絶望感
（時間存在）
、外観の変化や臭いの問題から他者との交流を避けたり、避けられたりすることで
の孤独感
（関係存在）
、ADLや判断力の低下に伴い、自分のことが自分でできなかったり、決められなく
なったりすることでの無価値感
（自律存在）
などによってスピリチュアルペインを生じます。
そして、患者さんは
「こんな状態が続くなら早く楽に逝かせてほしい」
「
、なぜ、
自分ばかりこんな目に遭う
のだろう」
と自分の存在価値の喪失を表現します。

表1

関係
存在

自律
存在
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●人は過去と将来とに支えられて現在の
意味と存在を成立させている

死の接近によって将来を失うことに
より現在の意味と存在が成立せず、
生の無意味、無目的、
不条理を感じる

●自己の存在と意味は他者との関係の
なかで他者によって与えられる

死 の 接 近によって 他 者との 関 係を
失い、
自己の存在と生きる意味を奪わ
れ、
孤独と不安、
生の無意味を感じる

●依存することなく、
自分のことは自分で
行い、
自分自身の生をコントロールする

（自立と生産性）
を失い、依存と無用を

●生産的であることに重要な価値をおく

体験して生の無価値、
無意味を感じる

死の接近によって身体が衰え、
自律性

スピリチュアルペイン

時間
存在

終末期がん患者のスピリチュアルペイン2）

精神的苦痛およびスピリチュアルペインへの対応
がん性皮膚潰瘍患者さんの精神的苦痛およびスピリチュアルペインを緩和するためのエビデンスは未
だ十分ではありませんが、①つらさや悔しさなどの感情を受け止めること、②つらさや悔しさなどの感情の
背景にある問題を知ること、③医療従事者に解決できる苦しみか否かをアセスメントすること、④医療従事
者で実施可能なことを実践することが必要と考えます。

1）
つらさや悔しさなどの感情を受け止める

患者さんから
「こんな状態が続くなら早く楽に逝かせてほしい。死にたい。」
と死について語られると、医
療従事者は患者さんを励まそうとしたり、
どう返答したらよいか分からず、話を変えてしまったりしがち

ですが、患者さんの精神的苦痛やスピリチュアルペインを緩和するためには、
まずは患者さんのつらさ
や悔しさなどの感情を受け止めることが大切です。
患者さんが訴える言葉には、患者さんが抱えるつらさ、不安、悲しみ、怒り、悔しさ、情けなさなど様々な
感情が隠されています。患者さんが今どのような感情を自分に訴えようとしているのかを読み取り、そ
の感情を受け止めます。
例えば、患者さんに
「こんな状態が続くなら早く楽に逝かせてほしい。」
と言われたら、
「早く楽に逝かせて
ほしいと思ってしまうぐらい、今つらいということですね。」
と患者さんのつらさを受け止めます。また、
「何でこんなことになってしまったのだろう。もっと早くがんが見つかっていたらこんなことにならなかっ
たかもしれないのに。」
と言われたら、患者さんの気持ちを察して
「早くがんが見つかっていたらと考える
と、悔しいですね。」
と患者さんの悔しさを受け止めます。
筆者の経験上では、患者さんの伝えたかった感情を受け止めることができたとき、患者さんは
「そうな
の、
もう悔しくて・
・
・
・」
と話を進めていきます。ここで
「そんなこと言わないで頑張りましょうよ。」
と励まし
たり、
「医師に聞いてみましょうか。」
と表面上の対応をすると、患者さんは私の気持ちを分かってもらえ
ないと思ってしまいます。そのため、患者さんの言葉に隠されている感情に働きかけることが大切です。

2）
つらさや悔しさなどの感情の背景にある問題を知る

患者さんがつらさを訴えたとき、その感情を受け止めるとともに、その背景にある問題を知ることが大
切です。すでにその問題が予測できているのであれば、
「早く楽に逝かせてほしいと思うぐらい、痛みが

つらいということですね。」
と痛みがつらさの原因になっているということを医療従事者は気づいている
ことを伝えます。一方、問題が予測できない時にはつらさを受け止めた上で
「早く楽に逝かせてほしいと
思うぐらいつらいことはどんなことですか。」
とつらさの背景にある問題を確認します。

3）
医療従事者に解決できる苦しみか否かをアセスメントする

がん性皮膚潰瘍の患者さんの苦しみの中でも、潰瘍部の痛み、滲出液の流出や臭いの問題による日常
生活への支障などは医療従事者の介入によって緩和できる可能性があります。
しかし、顔貌や外観の変
化に伴うボディイメージの変容、死への不安や恐怖などは、患者さん自身が意味づけや認識を変えてい

くものであり、医療従事者の介入で患者さんの気持ちを楽にすることは困難です。
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がん性皮膚潰瘍に伴う精神的ケア方法
4）
医療従事者で実施可能なことを実践する
■ 痛み、出血、滲出液、臭いの管理
先に述べたように、患者さんの精神的苦痛およびスピリチュアルペインの原因が、がん性皮膚潰瘍の管
理によるものの場合、痛み、出血、滲出液、臭いの管理方法を見直し、
これらの問題を解決することが患
者さんの精神的苦痛およびスピリチュアルペインの緩和につながります。言い換えると、一生懸命、患
者さんのつらさを受け止め、患者さんに寄り添っても、局所の問題が解決しなければ、精神的苦痛やス
ピリチュアルペインの緩和につながりません。
■ 患者さんに寄り添い続ける
先に述べたように、
ボディイメージの変容や死への不安や恐怖などによる精神的苦痛がある患者さんの
ケアでは、患者さんの話を聴き、話を整理しながら、患者さん自身が現在の状況に対する意味づけや認
識を変えていく過程に寄り添うことが必要です。つまり、
これらの問題を解決できるか否かの鍵は患者さ
ん自身がにぎっています。医療従事者は、患者さんの価値や考えをみとめ、患者さんに寄り添い続ける
ことが必要です。
■ 必要に応じて臨床心理士、精神看護専門看護師、がん看護専門看護師など専門家の介入
多発皮膚転移や痛み、嚥下困難などをみとめる舌がん患者さんの怒りの表出に対し、臨床心理士が介
入し、
ストレス対処スキルの獲得を支援したことにより患者さんの精神状態が安定したという報告があ
ります4）。このように、がん性皮膚潰瘍の患者さんの精神的ケアとして、必要に応じて臨床心理士、精神
看護専門看護師、がん看護専門看護師などの専門家の介入も必要と考えます。
■ 家族への対応
がん性皮膚潰瘍の発症により、患者さんだけでなくご家族も患者さんのがんの進行を目の当たりにす
る機会となったり、外観の変化や臭いの問題に戸惑ったりします。そのため、
ご家族の精神的苦痛にも目
を向け、
ご家族のつらさを受け止めることが必要です。また、患者さんがつらさを訴えたとき、家族とし
て、
どのように対応したらよいのかを紹介し、
ご家族も患者さんのよき理解者であれるように支援してい
くことが患者さんおよびご家族へのケアにつながると考えます。

精神的ケアのポイント
がん性皮膚潰瘍は、創傷の中でも患者さんにとって身体的苦痛だけでなく、精神的苦痛、社会的苦痛、
ス
ピリチュアルペインを伴う傷です。創傷という局所管理だけでなく、その人全体を看て、全人的苦痛の緩和
に努めていくことが重要です。ただし、局所管理が適切でなければ、身体以外の苦痛の緩和につながらな
いため、両者の問題が解決できるようケア介入することが求められます。
また、がん性皮膚潰瘍を発症した患者さんすべてが先に述べたような精神的苦痛を伴うわけではなく、
患者さんによっては経過の中で自分自身の変化を受け止め、前向きに生活している方もいます。患者さん
の精神状態をアセスメントし、患者さんの求めている支援を行うことがとても重要です。
【文献】
1）
武田文和
（監訳）
：トワイクロス先生のがん患者の症状マネジメント. 医学書院, 東京, 17-19, 2003
2）
村田久行. 緩和医療学, 5
（2）
, 157-165, 2003
3）
佐藤愛美ほか. Kitakanto Med J, 58
（1）
, 17-26, 2008
4）
市倉加奈子ほか. ストレス科学研究, 30, 111-119, 2015

25

1093704

2018年10月作成
A1018AY-IS

