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原著論文 
 
 

抗がん剤を内服している患者へ外来手帳を使用した 

スキンケアの効果 
 
                           
齋藤繭美 1)、高橋真由美 1)、青木のりこ 1)、中川原真奈美 1)、熊谷美由紀 1)、佐久間由香 1) 
1) 国立病院機構仙台医療センター 看護部 外来 

 
≪抄録≫                         
内服の EGFR 阻害薬であるイレッサ®は 6 割以上、タルセバ®は 9 割以上で皮膚障害が出現すると言われ

ており、Grade3 以上の皮膚障害が原因で休薬や治療中止になる患者が数名いた。同じ EGFR を標的にす

る分子標的薬ベクティビックス®では予防的スキンケアを行った場合の皮膚障害の発現率は、有意に低いと

報告されている。A 病院では外来化学療法中で EGFR（上皮成長因子受容体）阻害薬の点滴治療をうけて

いる患者に対し、外来手帳を使用したことで早期からスキンケアの確立ができ、Grade３以上の皮膚障害は

出現していない。そこで今回、イレッサ®・タルセバ®を内服治療している患者に外来手帳を使用しスキンケ

アの効果を検証した。 
平成 22 年 6 月～11 月にイレッサ®・タルセバ®を内服の患者 16 名に外来手帳と自己管理表を使用した。

初回と８週後に皮膚症状を Grade にて評価し、皮膚症状の変化を比較した。 
外来手帳使用前後の皮膚症状をフィッシャーの正確確率検定の両側検定で、P < 0.05 以下とならなかった

ため有意差はみられなかった。 
今回はスキンケアを行うことで皮膚障害の悪化を予防できるという効果があったかどうかは検証できな

かった。研究対象者が少なかったことや患者の背景を統一できなかったことが研究の限界であったため今後

の課題である。 
                  
キーワード： 抗がん剤治療 皮膚障害 スキンケア 自己管理 
（2012 年 2 月 23 日 原稿受領、3 月 27 日 採用） 
 
 
１ 緒言 
 
近年、転移や増殖抑制など標的分子を対象とした

分子標的薬と言われる新しい抗がん剤が開発され

ている。分子標的薬は、骨髄抑制、悪心、脱毛など

の副作用がほとんどないため、外来通院しながら治

療を続けられ、生活の質の維持ができるようになっ

てきた。分子標的薬の中には特異的な作用機序で皮

膚障害を生じる治療薬がある。内服の EGFR 阻害

薬であるイレッサ®は 6 割以上、タルセバ®は 9 割以

上で皮膚障害が出現すると言われており、Grade3
以上の皮膚障害が原因で休薬や治療中止になる患
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者もいる。森１）は「日常的に継続したスキンケアを

行うことは、皮膚障害による QOL の低下を予防す

るために役立つ場合が多い。患者や行われる治療を

適切にアセスメントし、皮膚障害のリスクに応じた

予防、発症時の対応を行い、患者のセルフケアを支

援することが看護師には求められている。」と述べ

ている。同じ EGFR を標的にする分子標的薬ベク

ティビックス®では皮膚症状の発現後スキンケアを

行った場合に比べ、予防的スキンケアを行った場合

の皮膚障害の発現率は、有意に低いと報告されてい

る。A 病院では外来化学療法中で EGFR（上皮成長

因子受容体）阻害薬の点滴治療をうけている患者に

対し、外来手帳を使用したことで早期からスキンケ

アの確立ができ、Grade３以上の皮膚障害は出現し

ていない。そこで今回、イレッサ®・タルセバ®を内

服治療している患者に外来手帳を使用しスキンケ

アの効果を検証した。 
 
２ 方法 
 研究期間は、平成 22 年 6 月～平成 22 年 11 月に

実施した。対象は、B 外来通院中でイレッサ®・タ

ルセバ®を内服し、研究の同意が得られた患者で、

病状悪化により薬剤変更や中止となった患者を除

いた 16 名とした。 
用語の定義として、外来手帳とは、問題点・目標・

スキンケアの方法を記載し、実施した評価を患者と

共に行う用紙とし、自己管理表とは、毎日症状の有

無をチェックし記載する用紙とした。Grade とは、

NCI－CTCAE V．4 を参考にし、患者にも分かり

やすく表現した皮膚症状の評価方法で、自己管理表

に記載した。 
データの収集方法は、初回（外来手帳を開始した日）

と 8 週後（皮膚のターンオーバー28 日と対象者の

受診日が一定となる日を選定）の皮膚症状を Grade
にて評価し、皮膚症状の変化を観察することとした。

手段として、まず、既存する外来手帳をもとに、全

身、頭部、体、手足の部位の手帳を作成した（図１）。 

 
図１ 外来手帳 

 
次に、新しく自己管理表を作成し（図２）、信頼性

を得るため、点滴で外来化学療法を行っている患者

にプレテストを行い、評価を得たものを使用した。

更に、指導に一貫性を持たせるために、手順に沿っ

て受診ごとの皮膚状態を観察、Grade 評価しケアの

アドバイスを行った。また、プライバシー保護のた

め、個室を利用した。 
 

 
図２ 自己管理表 

 
データの分析方法は、症状別に、初回、8 週後の

出現件数に差があるかをフィッシャーの正確確率

検定の両側検定をした。 
倫理的配慮として、外来手帳配布時に、本研究に

ついて説明し事前に了解された患者を対象とした。

また研究目的以外では個人データを使用しないこ

と、研究の参加、不参加によって患者に不利益が生

じないことを説明し、紙面にて同意を得た。 
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３ 結果 
 
対象患者は、男性６名、女性 10 名とした。年齢

は平均差 66.5±11.4（48～85）歳（平均±標準差）

であった。 
症状別でみると、初回時では、発赤 9 件、かゆみ

8 件、湿疹 7 件の順に多く出現し、8 週後では発赤

7 件、かゆみ 6 件、湿疹 7 件の順で多くみられてい

た（図３）。部位別でみると、初回時では、体幹 8
件、下肢 6 件、上肢 5 件の順に多く出現しており、

8 週後では体幹 8 件と変わらなかったが、上肢 1 件、

下肢 5 件と改善がみられた（図４）。 
 

 
図３ 症状別発生件数 

 

 
図４ 部位別発生件数 

 
症状別に、フィッシャーの正確確率検定の両側検

定したところ、赤みは P 値＝0.72443、かゆみは P
値＝0.50378、湿疹は P 値＝1.00000、乾燥は P 値

＝1.00000、爪周囲炎は P 値＝1.00000、ひび割れ

は P 値＝0.59956、腫脹は P 値＝0.48387、疼痛は

P 値＝0.33019 となり、初回と 8 週後では有意差は

認められなかった。部位別では、頭部は P 値＝

0.70425、顔はP値＝0.68309、体幹はP値＝1.00000、
上肢は P 値＝0.17423、下肢は P 値＝1.00000 とな

り、有意差は認められなかった。Grade で評価した

場合、改善したのが 2 名、変化なしが 11 名、悪化

したのが 3 名であった。Grade が悪化した 3 名のう

ち 1 名は毎回皮膚症状が色々なところにでき、良く

なったり悪くなったりしていた。また 1 名は、初回

時は内服開始後 7 日目であったため症状がなかっ

た。外来手帳及び自己管理表を使用しスキンケアは

行えていたが、症状が出現したため Grade が 0 か

ら 1 になった。また 1 名はスキンケアを行えていた

ため湿疹の悪化はなかったがツッパリ感がみられ

たため Grade が 1 から 2 になった。 
外来手帳を使用しスキンケアの方法に沿ってス

キンケアを継続できた患者は16名中16名であった。

患者からは、「体を洗う洗液剤を低刺激に変えた。

頭はブラシを使っていたが使わないようにした。と

の声が聞かれた。また、自宅でスキンケアを実施し

ての症状を患者自身が記載したり、受診時看護師と

ともに評価できた。 
自己管理表を使用した患者は 11 名であった。「こ

れ（自己管理表）あると毎日関心出るから毎日みて

いた。」「自己管理表をつけることは日記のかわりに

している。」との声が聞かれた。また、自己管理表

に細かく症状を記載していた。ほか 5 名は、一人暮

らしや目が見えないなどの理由で自己管理表を使

用しなかった。 
 
４ 考察 
 
イレッサ®・タルセバ®は分子標的薬と言われ、

EGFR（上皮成長因子受容体）阻害薬に分類される。

EGFR は表皮基底細胞などに分布し、皮膚や髪、爪

の増殖や分化に関連しているといわれている。正常

な皮膚は 28 日周期のターンオーバーが繰り返され

ている。皮膚障害の発生機序は不明な点が多いが、

EGFR 阻害薬が投与されることで、皮膚のターンオ

ーバーに影響を与え皮膚障害が発生すると考えら

れている。荒尾２）らは、「セルフケアは、専門家の
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援助を活用するが、自らの健康問題に対してどのよ

うな行動をとるかは個人が目標を持ち、意思決定し

たうえで判断して意図的に実行する、というもので

ある。」と延べている。そこで、今回対象者に対し、

どのような症状が起こりうるのか説明し、外来手帳

に部位や症状に応じたスキンケアの方法を提示す

ることによって、自宅でのセルフケアが行えるので

はないかと考え実践した。その結果、外来手帳と自

己管理表使用前後の皮膚症状をフィッシャー検定

したところ、有意差は認められなかった。このこと

からも今回はスキンケアを行うことで皮膚障害の

悪化を予防できるという効果があったかどうかは

検証できなかった。背景として、生活環境の違い、

内服開始時期・期間の違い、性別や年齢なども関わ

っていると考えられる。 
今回の研究対象を部位別・症状別にみると、上

肢・下肢に関しては、改善がみられた。これは、衣

服によりスキンケアの基本である保清、保湿、刺激

の除去が比較的保たれやすいことと、目につきやす

い部分であったため、症状の改善につながったと考

える。 
反面、改善がみられなかった頭部や顔面、体幹は、

外気にさらされていることや鏡などを使用して確

認しなければならないため自分自身で観察するこ

とが難しいことが影響したと考える。 
イレッサ・タルセバは内服抗がん剤であり外来通院

治療が継続できる利点がある。しかし医療者が日々

患者の状態を観察すること難しいため、患者自身が

自宅で皮膚症状を観察し自ら対処していくことが

必要でありスキンケアの必要性を理解できるよう

関わることは重要な役割であると考える。その方法

として外来手帳を活用し問題を共有し同じ目標を

持ちケア方法を個別に具体的に示したことは患者

の行動を促しスキンケアの継続に効果的であった

と考える。 
福田２）らは、「自己管理表の活用は、患者にとっ

て自分自身の状態の変化を把握し」「自分への関心

を強く持たせるものであり、患者の自己管理行動を

高める看護支援法として有用であることが示唆さ

れた」と述べている。 

自己管理表を使用した患者は細かく症状を記載

しており、中には日記代わりにするなど自身の体や

症状の関心を高めていた。患者は自分自身で症状を

観察するようになり、自宅で実施したことを評価し

あうことで患者自身も指導を受身ではなく自分で

できたという達成感を持ちスキンケアを行うこと

ができた。 
また、看護師は、自己管理表を使用している患者

の皮膚症状の変化とスキンケアの実施状況を把握

することができ、自宅でのスキンケアを評価し症状

や患者の行動にあった指導を提供していく有効な

手段となった。 
今回は研究対象者が少なかったことや患者の背

景を統一できなかったことが研究の限界であった。

対象者数の確保と患者の背景を統一することで、皮

膚障害の悪化が防げるか検証することが課題であ

る。さらに、イレッサ®・タルセバ®を内服している

患者に限らず、皮膚障害の出現する可能性がある薬

剤を使用している患者にも活かしていくこと、看護

師がスキンケアの重要性を理解し患者・家族の生活

を考慮しながら継続的に関われるようにしていく

ことが必要である。 
 
５ 結語 
 
外来手帳を使用したスキンケアは抗がん剤を内

服している患者の初回時８週後において皮膚症状

の変化に差は認められなかった。外来手帳を使用し

てスキンケアが継続できた。患者自身が症状を観察

しスキンケアを実践できる効果があった。 
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