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当院における放射線皮膚炎ケアマップの活用と有効性の評価 

 

函館五稜郭病院 放射線治療科 看護部 ○秋 山 香 織 

診療部  藤 井   收 

 

【要旨】 

放射線皮膚炎のケア方法を病棟看護師、放射線治療科外来看護師間で統一するために放射線皮膚炎ケアマップを

作成した。放射線皮膚炎の観察・評価・ケア方法を検討する際に、ケアマップを活用した病棟看護師・放射線治療

科外来看護師の取り組みについて報告する。 

 

【キーワード】：放射線皮膚炎、放射線皮膚炎ケアマップ、セルフケア支援 

 

【はじめに】 

放射線皮膚炎（以下皮膚炎と略す）とは、放射線

治療による急性有害事象の一つであり、照射部位の

皮膚に炎症が生じた状態をいう 1）。外部照射は必ず

放射線が皮膚を透過するため、個人差はあるが皮膚

炎が発生する。皮膚炎が重症化することで治療の一

時中断を余儀なくされる可能性がある。 

照射部位の観察や評価、皮膚ケア・セルフケア支

援（以下ケアと略す）が不十分であり、また病棟看

護師・放射線治療科外来看護師（以下放治外来看護

師と略す）間でケア方法が統一されていない現状が

あった。  

そこで当院独自の放射線皮膚炎ケアマップ（以下

ケアマップと略す）を2020年8月に作成、病棟看護

師・外来看護師で活用した。 

 

【目的】 

ケアマップを活用した病棟看護師・外来看護師の

意見を収集し、ケアマップの有効性を評価する。 

 

【対象と方法】 

2020年8月～2021年8月の期間に入院・外来で照

射を行い、ケアマップ（表 1）を活用した患者を対

象とした。作成したケアマップを全病棟、全外来へ

配布し、皮膚炎の観察や評価・ケア方法を検討する

際に活用した。 

ケアマップは、「観察・評価」「皮膚ケア方法」「セ

ルフケア支援」の3項目に分けて表にした。 

観察項目は照射回数・放射線量別に表記した。評

価方法は、有害事象共通用語規準v5.0日本語訳JCO

G版 2)を一部改変して評価し易い表現とし、Grade別

の写真も掲載した。 

皮膚ケア方法とセルフケア支援の項目では、皮膚

炎で皮膚が脆弱化して出現する乾燥、発赤、疼痛、

掻痒感などの様々な症状に対して具体的なケア方法

を洗浄・保湿・保護・軟膏処置の4項目に分けてGr

ade別に表記した。 

セルフケア支援は日常生活の注意点について具体

的な内容で表記した。 

 

【結果】 

 1.対象患者の詳細（表2） 

照射患者 490名うち対象患者は 227名、男性 91名、

女性 136名、疾患は乳がん 99名、肺がん 64名、頭

頚部がん27名、食道がん16名、その他21名、全員

が完遂した。照射線量は20‐76Gyで照射終了時の皮

膚炎はGrade0‐1が158名、Grade2が68名、Grade

3が 1名であった。Grade3の患者は上咽頭がんで化

学放射線療法を施行、強度変調放射線治療（以下VM

AT）で70Gｙ/35frであった。 

 

 2.皮膚炎の観察・評価・ケア方法を検討する際に、

ケアマップを活用した病棟看護師・外来看護師から

様々な意見が聞かれた。 

良かった点 

・ 照射回数や照射線量を確認して観察・評価、ケ

アを提供できた。 

・ 皮膚ケアやセルフケア支援は照射開始時から提

供できた。 

・ 日常生活の注意点は、照射開始時や退院時指導

時に患者・家族へ説明できた。 

・ Grade 評価をする時に Grade 別の写真を参考に

評価ができた。 

・ 使用する薬剤は Grade 別に表記されているので、

薬剤変更のタイミングがわかる。 

・ 被覆材や薬剤の選択は放射線治療科看護師と相

談しながらできた。 

・ 異動後間もない看護師がケア方法を検討・患者
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説明をする際に活用して実践できた。 

悪かった点  

・ 放射線治療患者と関わることが少ない病棟看護

師は、ケアマップを活用していない。 

・ ケアマップ自体を知らない。 

 

【考察】 

対象患者は早期からセルフケア支援を開始した

ことで、1 症例（Grade3）以外は Grade0‐2 の皮

膚炎、照射を一時中断する事なく完遂できた。Gr

ade3 の皮膚炎症例は上咽頭がんで VMAT を実施、

化学療法を併用している。頭頚部がんは皮膚炎の

好発疾患であり、化学療法を併用する事で更に皮

膚炎は悪化する。頭頚部がん症例数が27名のうち

Grade3が1名で照射を一時中断することなく完遂

できた事は、病棟看護師・放治外来看護師が継続

したセルフケア支援が有効であったと考える。 

病棟看護師・外来看護師はケアマップを活用す

る事で、起こりうる症状を予測してケアの提供や

日常生活の注意点を説明できた。初めて放射線治

療を受ける患者は、放射線治療への不安や期待が

あり、医療従事者からの情報に対して非常に関心

が高い 3）。皮膚の観察を行い、セルフケア支援を

行うことで皮膚炎の発現を遅らせたり、症状の悪

化を防いだりすることが可能である 4）。患者自身

が悪化予防のためにセルフケアを行えるように、

看護師が照射開始時から支援することが重要であ

る。セルフケア支援は照射開始時から説明を行う

ように表記している。病棟看護師はセルフケア支

援の早期から介入する重要性を理解した上で患者

へ提供することができた。 

ケアマップは観察・評価、皮膚ケア方法、セル 

フケア支援が集約されており、放射線治療に関し

て知識や経験の少ない病棟看護師でも実践でき、

放治外来看護師と評価方法やケア方法が統一され

た。また早期からセルフケア支援を介入して、適

切な評価を行うことで全症例が完遂できた。しか

し、ケアマップの有効性、活用方法が確実に浸透

していない現状もあるため、院内研修会を活用し

て浸透させる必要がある。 

 

放射線皮膚炎のケア目標は、必要以上に悪化させ

ないこと、放射線の線量から予測される正常範囲内

の皮膚炎にとどめることである 5）。しかし近年、高

精度治療の導入で照射方法が複雑化し皮膚炎の出現

は予測困難となっている。また抗がん剤や分子標的

薬などの併用で強い症状を伴う皮膚炎が生じること

がある。放治外来看護師は日々体調を確認、照射時

には皮膚を観察して変化時は病棟看護師へ報告、情

報を共有しながら慎重に対応が必要である。また照

射終了後に抗がん剤や分子標的薬を使用することで

皮膚炎の悪化の可能性もある。照射終了時には皮膚

ケアの継続の必要性、皮膚炎悪化の可能性を説明す

ることで、セルフケアを継続し QOL を維持できると

考える。 

 

【結語】 

ケアマップは病棟看護師・外来看護間で情報共有

のツールとして有効であった。今後も病棟看護師・

外来看護師の意見を聞きながら、ケアマップを改訂

して、ケアの質向上、治療完遂できるように努めて

いきたい。 

 

本論文内容に関連する著者の利益相反なし 

 

【参考文献】 

1) 久米恵江，祖父江由紀子他.がん放射線療法ケア

ガイド.中山書店，新訂版，東京，2013，103. 

2) JCOG.有害事象共通用語規準 v5.0 日本語訳.202

1，https://ctep.cancer.gov/protocolDevel

opment/electronic_applications/ctc.htm#c

tc_50[2022.2.12] 

3) 齊藤真江，林克己.放射線皮膚炎に対する保湿ク

リームの効果.日本がん看会誌 2015；29：22. 

4) 久米恵江，祖父江由紀子他.がん放射線療法ケア

ガイド. 中山書店，第3版，東京，2019，110. 

5) 遠藤貴子.放射線性皮膚炎に対するケア.第 22

回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集

会トピック1.2013.260

 

 

 

 

 

 

 

 



道南医学会ジャーナル第５号 

道南医ジ 5:39 

表1 

Grade Grade0 Grade1 Grade2 Grade3 Grade4

放射線量 0～20Gｙ 20～40Gｙ 40～60Gｙ 60Gｙ～ 60Gｙ～

回数 0～10回 10～20回 20～30回 30回以上 30回以上

CTCAE

Ver5.0

改変

症状なし
皮膚の乾燥・乾性落屑・発赤・

疼痛・掻痒感

限局した皮膚剥離・強い発赤・

強い疼痛・強い掻痒感

広範な皮膚剥離・水疱・びらん・出血・

膿性浸出液

生命を脅かす・

皮膚壊死・潰瘍・

出血・皮膚移植必要

写真 照射中止

保湿

保護

軟膏

処置
・0.12%リンデロンVG軟膏（症状の強い

所）

アクロマイシン軟膏33g+アズノール軟膏67g

 1：2

セ

ル

フ

ケ

ア

支

援

日常生活

の注意点

皮膚科・

形成外科

受診

洗浄時に疼痛がある場合

生理食塩水を作成し体温程度に温める

薬品請求（薬天バーコード)で塩化ナトリウム4.5gを請求　食塩4.5g+水道水500ml

頭頚部・喉頭・肺・食道・乳房・胸壁は必須

ヘパリン類似物質スプレー・ヒルドイドローション

照射部位にスプレー（1push）かローション（1円玉大）を1日1～2回（治療後・入浴後・就寝前など）に擦り込まないように塗布

・エスアイエイドで保護

・乾燥させたおしり拭きに軟膏を塗布、貼付して非固着性包帯や下着で固定

・RT時はジェントルロール      ・メロリンガーゼ貼付（頭頚部・喉頭）

・髭剃りは電気カミソリを使用（頭頚部・喉頭等)  ・照射野部位に湿布やテープは貼付禁止

・襟や下着が刺激にならないような工夫　・爪は短く切る   ・就寝時に手袋装着 ・疼痛時は我慢せずに報告

・照射部位への刺激になる場合はアクセサリーなどは除去　・外泊・外出時は日焼けしないようにスカーフなどで保護

観

察

・

評

価

皮

膚

ケ

ア

方

法

洗浄

入浴・シャワー時は泡立てたボディソープ・石鹸をやさしく撫でるように洗い、ぬるま湯で洗い流しやさしく押さえ拭き

 

表2 対象患者詳細 

 
 

 

照射患者数 490名

対象患者数 227名

男女比 91：136

年齢 29-93歳

疾患　　乳がん 99名(44%)

　　　　　肺がん 64名(28%)

　　　　　頭頚部がん 27名(12%)

　　　　　食道がん 16名( 7%)

　　　　　その他 21名( 9%)

照射線量 20‐76Gｙ

皮膚炎  Grade0‐1 158名(69%)

　　　　    Grade2 68名(30%)

　　　      Grade3 1名(0.4%)


