
 

 

 

 

 
 

― 副作用と対処法 ― 
 

 

 

 

 

 

 

 

これから化学療法の治療が始まりま

す。化学療法は悪い細胞を壊すことがで

きますが、健康な細胞へも影響があり、

副作用が現れることがあります。 

このパンフレットでは、副作用の内容

や対処法について説明します。 

文章中に難しい言葉も出てきますが、

わからないことは看護師にご相談くだ

さい。 

      愛育病院 ３病棟  
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★ 治療方法 ★ 
化学療法には、経口薬（飲み薬）・点滴・注射などの方法があります。 

 

 ① 経口薬                               

薬はお湯、水で服用してください。 

牛乳、ジュースでの服用は薬の効果を下げることがあります。薬を紛失し

たり、服用後に吐いた場合は看護師にお知らせください。 

  

 ② 皮下注射                           

腕に注射します。 

注射直後は揉まないでください。いつも同じ部位に針を刺すと、皮膚が硬くなることがあ

りますので、毎回注射部位を変えます。 

 

 ③ 静脈注射                           

腕の血管から点滴をします。 

治療薬が血管外に漏れないように特殊な針を使います。薬液が血管の外に漏れると、皮膚

の炎症や壊死（えし）を起こすことがあります。 

 

 点滴の際は                           

点滴の際は、治療薬を一定の速さで注入するために、輸液ポンプと

いう機械を使用することがあります。ポンプは充電式ですから、約

30 分間コードをはずして歩行することもできます。また、腕の血管

が出づらい方や栄養補給を必要とする方は、太い血管にカテーテル

（CV カテーテル）を挿入、留置して毎回そこから点滴をします。 

点滴中はできるだけ安静にして下さい。また、点滴中に気分が悪くなったり、輸液ポンプ

のアラームが鳴った場合は、看護師にお知らせ下さい。 

 

点滴中、以下の症状ある場合、すぐにナースコールでお知らせください。 

  

                   

★ 

 点滴の針が入っている所が痛い 

 点滴の針が入っている所が腫れてきた 

 点滴の針が入っている所が赤くなっている 
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★ 化学療法の副作用 ★ 
 

 １．過敏反応（アレルギー）               
 

薬剤が体質に合わないとき、アレルギー反応を起こすことがあります。投与中や投与直後

に起きることが多いですが、時には数日後に、じんま疹、皮膚の発疹、皮膚または目のかゆ

みなどの症状としてあらわれることがあります。 

 

点滴中に異常を感じた時はすぐにナースコールで知らせてください。 

 

 

 

                                           

かゆいところ

が出てきた 

胸が苦しい 

息が苦しい 

発疹が出てき

た 

顔がほてる 
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 ２．吐き気・嘔吐                 

 

吐き気、嘔吐は治療薬による嘔吐中枢（脳内の神経）への影響、また、「以前の治療でこ

のような症状があった」という経験的影響から起こることがあります。治療前に予防的に吐

き気止めの薬を使用します。 

 

吐き気・嘔吐がある時は  

・背中をさすってもらったり、気分をリラックスさせましょう。 

・胃の運動を抑えるために胃にクールパックを当てて冷やしたりしてみましょう。 

・頻回に嘔吐があれば 1～2食、食事を抜き、脱水予防のために、水分を多く摂りましょ

う。（栄養バランス飲料、スポーツ飲料、ジュースなど） 

・吐き気・嘔吐が続く場合は、吐き気止めの薬を使用することができます。 

 

 

 

 

 ３．食欲不振                   
 

食欲不振も副作用としてよくみられる症状です。このような場合は、無理をして食べる必

要はありません。 

治療中は味覚や嗅覚が変わる場合もあります。食事は食べやすいものを摂取してください。

口当たりの良いアイスクリーム、ヨーグルト、水分の多い果物、梅干し、好きな食べ物など

を準備されるとよいでしょう。（ただし、白血球が 1000個/μl 以上の方に限ります。 P6 

参照） 

 

病院食の食事形態を変更することもできます。 

例）主食の米飯を → 粥や麺などへ変更 
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 ４．便秘と下痢                  
 

治療により便秘、下痢の副作用を起こすことがあります。しかし、原因にはストレス、運

動不足、食事なども影響します。 

便秘は不快なだけでなく肛門出血を、また頻回な下痢は脱水を招くことがあります。 

 

便秘の時は 
・腹部の「の」の字マッサージをしてみましょう。 

・背中をさすってもらったり、気分をリラックスさせましょう。 

・便意があれば我慢をしないで、規則的な排便習慣をつけましょう。 

・自然に排便がなければ、下剤や浣腸で排便のコントロールをしましょう。 

 

 

下剤の種類 

性状 薬剤名 

液状 ラキソベロン ① 

錠剤 プルゼニド ② 

散剤 
アローゼン ③ 

カマ（酸化マグネシウム） 

坐薬 テレミンソフト坐薬 ④ 

浣腸 グリセリン浣腸 ⑤  

 

 

 

 

 

 

下痢の時は 

・下腹部を温めてみましょう（ただし、出血がある場合は温められません）。 

・頻回な下痢は脱水の心配があります。水分（お茶、スポーツ飲料）を

多く摂る必要があります。 

・排泄後はウォシュレットや清浄綿を使用して、おしりはいつも清潔に

しましょう。 

・医師の指示により、下痢止めを服用してください。 

① ②

① 

③

① 

⑤ 

④ 
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 ５．骨髄抑制について               

 

“骨髄（こつずい）”は骨の中にあり、血液を作り出す大切な働きをしています。化学療

法では副作用によって、骨髄がうまく機能しなくなります。 

血液は大きく、赤血球、白血球、血小板に分けられ、治療中はそれらの成分が減少します。

そのため、①貧血、②感染、③出血などが起こりやすい状態になります。このような状態を

骨髄抑制といい、あらゆる合併症をおこさないよう注意を要します。 

 

 5-① 赤血球の減少と貧血                              

 

骨髄で作られた赤血球は、主に酸素の全身運搬を行っています。（ヘモ

グロビンは赤血球の成分です） 

治療中は赤血球数が減少し、そのために貧血の状態になることがありま

す。貧血の期間は数週間～数か月におよぶ場合もあります。 

 

                        

 

赤血球数／血色素の基準値 

 赤血球数（RBC） 血色素（ヘモグロビン） 

男性 410～540万（個/μl） 14～18（ｇ/dl） 

女性 380～500万（個/μl） 12～16（ｇ/dl） 

 

貧血の自覚症状 

・めまい ・ふらつき ・立ちくらみ ・頭痛 ・疲れやすい ・胸痛 ・全身のだるさ  

・耳鳴り ・歩行時の動悸、息切れ など 

 

貧血の時は 

・転倒に気をつけ、動悸、息切れの現れない範囲で安静にして、

ベッドから急に起き上がったりせず、ゆっくりとした行動を

してください。 

・貧血が強い場合には、酸素吸入や輸血が行われることがあり

ます。 

 



~ 6 ~ 

 

空気清浄機 

（エンビラケア） 

 5-② 白血球の減少と感染                        

 

白血球の働きは、細菌、ウィルス、真菌感染から身体を守ることです。治療中は免疫が低

下している上に、正常な白血球が壊されてしまい、種々の感染を起こしやすくなります。感

染を予防するために、細心の注意を払わなくてはなりません。治療が始まって 7日～14 日

が白血球数の減る時期とされています。 

 

白血球数の基準値 

 白血球数 （個/μl） 

正常値 4000～8000 （＝4.0～8.0×10３） 

 

 

感染の予防 

・虫歯、痔核、水虫、傷があれば、症状を悪化させることがありますので、事前にお話し

ください。 

・口からの感染率が高いので、特に食事前と排泄後は、手指は石鹸を使

って流水でしっかりと洗って下さい。 

・うがいは指示通りに必ず行ってください。 

・「のどが痛い」「熱っぽい」「背中がゾクゾクする」など、かぜ症状

があればお知らせください。 

・便秘は腸内細菌を増殖させ、腸炎の原因にもなります。便通をよくして

おきましょう。 

・入浴は採血の結果により医師が判断しますので、事前に看護師に確認してください。入

浴ができない方は清拭を行います。 

・外出・外泊は主治医の許可があればできますが、なるべく人ごみの中は避け、ご家族の

方が風邪にかかっている場合などは、外泊を控える方がよいでしょう。 

・白血球数が著しく減少した場合（当科では、白血球数 約 1000

個/μl 以下）は、病室に空気清浄機（エンビラケア）を設置した

り、クリーンルームへ移っていただくこともあります。トイレ、

洗面以外はできるだけベッド周囲でお過ごし下さい。 

・白血球数が減っている時期の食事は、生ものを避けた「加熱食」

となります。白血球数を増加させるために、医師の指示で、皮下

注射、点滴を行う場合があります。 
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 5-③ 血小板の減少と出血について                   

 

血小板は、出血を止める止血作用があります。血小板も治療薬の影響を受けやすく治療開

始後 1～2週間で血小板の産生が不足し、出血しやすくなります。 

 

血小板数と出血 

血小板数（個/μl） 症状 

12～40万  正常 

5～10万  出血が止まりにくくなる 

3～5万  内出血（青あざ・点状出血）が現れやすい 

1～3万  歯肉出血および鼻血が出やすい 

1万以下 
 消化管出血を起こしやすい 

脳内出血を起こしやすい 

 

 

出血の予防 

・ベッド周りの整理整頓を心がけて、転倒や打撲をしないよう気をつけて行動しましょ

う。 

・鼻をかむ時は強くかまないで静かにかみましょう。鼻血が出た時は看護師にお知らせく

ださい。 

・歯ブラシは軟らかいものを使用し、強く磨かないでください。 

・出血しやすい時は歯ブラシの使用は避けて、うがいをしてください。

（市販されている水歯磨きも便利です） 

・髭剃りは皮膚を傷つけないためにも、電気カミソリを使用してください。 

・きつめの衣類や長時間の同じ姿勢は血管の圧迫により出血斑（内出血）が出やすくなり

ますので、ゆったりとした衣類を選び長時間、同じ姿勢でいるのは避けてください。 

・排便時にいきまないよう、便通を整えておきましょう。便が黒

っぽい、尿が赤い時は看護師にお知らせください。 

・採血や静脈注射後は、３分間位しっかり押さえて血が止まって

いることを確認してください。出血が止まりづらい方は、止血

バンドを使用します（1 個 735円でナースステーションにて

購入できます）。 

・状況に応じて、止血剤の点滴、血小板の輸血が行われます 
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 ６．口内炎                    
 

口内炎は、治療薬の副作用で口腔粘膜に直接障害をもたらす場合と、骨髄抑制により局所

に感染した場合に起こります。口腔内は非常にデリケートなところなので、日常こまめにケ

アしておかなければなりません。 

 

口内炎の予防 

・歯磨きは、毎食後、歯茎を傷めないよう軟らかい歯ブラシを使用し、歯磨き

粉は刺激の少ないものを選んでください。入れ歯は、毎食後手入れをして下

さい。 

・食事の前には必ず、手洗いを行い、起床時、毎食後、寝る前には、うがいを

こころがけてください。 

・熱いもの、硬いものを食べることで口腔内を傷つけないように気をつけましょう。 

 

口内炎ができた時の対処法 

・口の中が白くなったり、痛みが強くなった場合は、お知らせください。 

殺菌、痛み止めを目的としたうがい薬を使用していただくことが 

あります。 

・口腔内に潰瘍ができていれば、治療の軟膏などが処方されます。                                                                                     

・食事は、お粥や柔らかいおかずに変更できます。 
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 ７．腎臓への影響 むくみ             

 

腎臓には血液中から余分な成分を濾過して、尿をつくる働きがあります。治療薬の副作用

でこの働きが落ちて、身体に水分がたまってしまうことがあります。そこで、治療開始から

1 日の尿量を測って腎臓の機能が低下していないか調べます。 

まぶた、手、足のむくみ、体重の変化がありましたら、看護師にお知らせください。 

医師の指示により利尿剤を使用することがあります。 

 

 

 ８．手足のしびれ                 
 

治療を開始して約 2週間後～長期間にわたり手足のしびれを感じることがあります。し

かし、動かなくなるといった心配はありません。 

 

しびれがある時は  

・手足の運動は積極的に行い、末梢の神経を刺激しましょう。強い痛みを伴う場合は、主

治医か看護師にご相談ください。 

 

 

 ９．脱毛                    

 

治療の副作用で脱毛がおこる場合もあります、治療薬の種類にもよりますが、毛根が障害

を受けるため、通常 1～3週間で全身の毛が抜け始めます（頭髪・眉毛・まつげ・髭・陰毛）。 

しかし、毛根がなくなるわけではないので、治療が終了して 1～2 か月で再生が始まりま

す。3～6か月後には再び発毛がみられ、その後徐々に回復していきます。 

 

頭髪・頭皮のお手入れ 

・脱毛が始まると、長い髪は寝具や衣類にまとわりついて目立ちます。髪が短い方が抜け

毛の始末もしやすいでしょう。 

・シャンプーは普通に行ってかまいません。爪やブラシで頭皮を傷つけない

ように注意してください。（感染の原因になります） 

・脱毛が気になる方は、布製のキャップ、バンダナ、スカーフを利用するな

どの工夫してみてください。 

・何度も治療が行われる場合は、かつらを利用されるのもよいでしょう。     
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加熱食を摂取しているみなさんへ 
～食べられる食品・食べられない食品～ 

 

白血球数の減っている時期は、身体の抵抗力が落ちて細菌が侵入しやすい状態になってい

るため、加熱処理してある食品を摂取することが望まれます。 
 

 食べられる食品 食べられない食品 

果
物 

★その場で皮を厚くむいて食べられるもの 

例：みかん・バナナ・リンゴ・なし・かき 

★缶詰の果物 

★すでに加工・調理されているもの 

例：カットフルーツ 

★皮が厚くむけないもの、口に直接あたるもの 

例：いちご・ぶどう・さくらんぼ 

野
菜 

★加熱されている野菜 ★生野菜は全て 

乳
製
品 

★牛乳 

★市販のプリン 

（生クリームののっていないものに限る） 

★チーズ 

★ヨーグルト 

★乳製品飲料（ヤクルト・カルピス） 

★生クリーム（コーヒーゼリーのミルク） 

★ケーキ屋さんのプリン 

菓
子
類 

★スナック菓子 

（開封後 24時間以内） 

★チョコレート 

★ゼリー 

★手作りのお菓子 

（生クリームのついていない加熱してある当

日作ったもの） 

★アイスクリーム 

★ケーキ    

★シュークリーム 

★個別包装されていないドーナツ 

★かき氷 

★生チョコレート 

パ
ン 

★個別包装されているパン 

（コンビニ・スーパーで売られているもの） 

（パン屋さんのパンは一度加熱してくださ

い。） 

★サンドイッチ 

飲
み
物 

★沸騰したお湯で入れたお茶・コ-ヒー 

★市販の野菜・果物ジュース 

★クリーンルーム内の水道水 

★外国産のミネラルウォーター 

★生搾りジュース 

★市販・手作りの氷 

※開封後 24時間以内に処分 

※直接口をつけず、ストロー又はコップを使用 

※ストローは毎日交換して下さい 

※ペットボトル飲料を小分けにした場合、開封

後 24時間以上のものは処分して下さい。 

そ
の
他 

★缶詰 

★カップラーメン 

★レトルト食品 

★ジャム・のりのつくだ煮 

（１個ずつ食べきりサイズのもの） 

★味のり・焼のり 

★発酵食品は全て禁止です。 

例：梅干し・納豆・漬物 

 

★のり巻（生野菜の入っているもの） 

スーパー・コンビニのお弁当、お惣菜、自宅で調理してきたものは、必ず加熱後にお

召し上がりください。 

 

★加熱とは、電子レンジで２分加熱することです 
★商品表示の賞味期限を守って下さい。 

※ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく看護師にお尋ね下さい。 


