中咽頭癌に対して同時併用化学放射線療法を行った愚者へのケアを考える
へ副作用の粘膜炎痛・螺下時痛が強く,介入が困難だった事例からへ
Consideration of care to血e patient wi血concurrent chemoradio血erapy for mesopha巧′ngeal cancer
へA case ofmrsmg intervention for the patient who has mucous membrane宜ame pam and deglutition acheへ

東2階病棟
青木悠有

小原大樹

矢島志津加

堀内淳子

大澤薫

青柳美恵子

〈要旨〉中咽頭癌に対して,同時併用化学放射線療法(Concune血ChemoRadioTherapy:以下CCRT)を

行い,蝶下機能の低下を来した患者への看護介入について振り返った。その結果,口内炎痛や燕下時
痛が強く効果的な口腔ケアの介入が出来ていなかった事,蝶下機能が低下してから醸下リハビリを開
始していた事が分かった。今後,口内炎痛や喋下時痛などの疹痛評価を適切に行い効果的な口腔ケア
を行っていく事,早期にリハビリ介入ができる体制を整えていく事,患者の辛さに寄り添い一緒に治
療やリハビリを行っていく姿勢が重要であることが分かった。
キーワード:中咽頭癌,同時併用化学放射線療法,蝶下機能の低下

IV.事例紹介

上 はじめに

近年,中咽頭癌に対する治療の選択肢の一つ

CCRTを施行された患者。 CCRTは放射線

に, CCRTがある。 CCRTの副作用として,粘膜

70Gy/35回施行,放射線療法開始2日日に化学療

炎,唾液分泌低下,蝶下機能の低下などがある。

法ランダ140噂を1クール実施した。

常行らは,特に中咽頭癌へCCRTを施行する場

CCRT開始後, 10Gy (化学療法後3日日)で

合,重篤な蝶下機能の低下を来すと述べてい

嘔気・倦怠感が出現し臥床傾向となった。 12Gy

る1)。今回CCRTにより早期に粘膜炎を生じ,そ

で燕下時痛や擾声が出現し, NSAIDsの内服を開

の痛みで口腔ケアが不十分となり,燕下機能の

始。 20Gy頃には舌苔が付着し始める。 30Gy頃よ

低下を来した患者を経験した。看護師も,退院
後の生活に影響を及ぼすまで燕下機能が低下し
たままになるとは考えていなかった。そこで我々

り舌苔が増悪,唾液分泌も低下。食事摂取時に
むせが見られ,肺炎疑いで抗生剤が投与された。

口内炎も生じ,燕下時痛も増強しためオピオイ
ドが開始された。しかしその後も「口の中が痛

はこの事例を振り返り, CCRTを受ける患者へ

の看護について考察した。

くて開けるのが幸い」という訴えがあり,疹痛
コントロールが不十分であった。口腔ケアにつ

I上

いては「出来ている。うがいはしている」と本

方法

入院より退院までの看護記録から,患者に行っ
た看護について,経過表を作成した(表1)。そ
の表を用いて,患者の言動や当時の看護介入を

人は話すも倦怠感や疹痛のため臥床傾向で,口
腔ケアを自分で行えているようには見えなかっ

カンファレンスで振り返った。

れることが多く,積極的な介入が出来なかった。

た。看護師が口腔ケアの援助を提案しても断ら
経口摂取は4へ5割ほどできていた。 50Gy後よ

iI上 倫理的配慮

り肺炎のため絶食となり,末梢静脈栄養管理・

患者個人が特定できない表現を使い,データ
はこの研究以外には用いず厳重に管理する。研

経鼻経管栄養管理となった。 CCRTが終了し,

内視鏡下で瞭下機能を医師と評価した。喉頭内
への唾液の垂れ込みや蝶下反射の低下など,燕

究終了後,記録物はシュレッダーにかけて破棄

する。

下機能の低下がみられ, CCRT終了5日後に言
語聴覚士(以下ST)の介入が始まった。 ST介入
後2週間はSTのリハビリ時に,頚部マッサージ
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や疫の喀出訓練,唾液分泌のリハビリを行って
いた。燕下時痛や倦怠感,口内炎が軽減してき

リが開始された。看護師は疾喀出訓練や首・肩

効果的な口腔ケアが行えるようにするにはまず
痛みの軽減が必要であり,疹痛の状態を医師や
緩和ケア,薬剤師と検討していく必要がある。
同時に,口腔ケアがしやすいように,痛み刺激
が少ない効果的な口腔ケアの方法を,歯科医師
や口腔醸下などの専門チームと検討していく必
要がある。以上の考察から,今後の取り組みと

の筋肉のストレッチ運動を,本人のペースに合

して,痛みに対してはVASスケールなどの共通

わせ,患者と看護師で一緒に同じメニューを1

指標に統一し,患者・看護師・医師が同じ痛み

日2回実施した。 ST介入後7週間で,刻み食全

の評価ができるよう取り組んでいる。また,口

粥が摂取可能となったが,水分の摂取にはトロ
ミ剤の使用が必要だった。この食事形態での退

腔内の評価は,電子カルテ上にある「口腔内観

院となった。

照射量に応じて行っている。しかし現状として
口腔内の観察記録はされていても,その口腔内
の状態に対してのアセスメントやケアの方法が

たため口腔ケアが行えるようになり,舌苔も消

失した。 ST介入後3週間目に再度内視鏡下で蝶
下評価を行った。喉頭内に垂れ込む唾液の喀出
が可能となったため,経口摂取での照下リハビ

察」テンプレート(図1)を用いて,放射線の

V.考察

継続されていない。今後は観察した口腔内観察

中咽頭癌へCCRTを行う場合は,放射線治療

単独よりも蝶下機能の低下が出現しやすいと,

テンプレートをもとに,チームカンファレンス

常行らは述べている。1)そのため, CCRTを行う

の時間で,患者の口腔内の状況をチームで共有

場合は,誤喋性肺炎のリスクが高くなるので,
より口腔ケアが重要である。しかし今回の事例

し,現在の口腔ケア用品は適切か,含漱薬の活

用はどうか,鎮痛剤の効果はどうか等,口腔ケ
アの方法を検討していこうと取り組みはじめて
いる。現在,放射線の照射量に応じて週2田口

では,口内炎や燕下時痛が強かったため本人の
協力が得られず,積極的な介入が出来なかった。

口腔乾娠症・‑
「 〇度(正常)

「 1厚く軽度)唾液の相性が充進
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図1 「口腔内観察」テンプレート
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腔内を観察している。そのため,観察時のタイ

たい。

ミングでチームカンファレンスを行うことで,

CCRTを受ける患者は,治療期間も長く,粘

患者の状態に合わせたタイミングでの検討がで
きると考えている。さらに,患者の痛みが強く

膜炎痛や燕下時痛など様々な苦痛が長期に続く

看護師だけで対応できないときは,緩和ケアや
口腔瞭下などの専門チームに相談し,患者個々
の状態に応じた口腔ケアの方法をスタッフで統
一できるように取り組み始めている。

ら一緒にリハビリをするなどして,支えていく

ため,本人の思いを傾聴し,受容・共感しなが

こと姿勢が大切である。また,食べたいものを
口から食べられるということは,人間の基本的

欲求であり,闘病意欲にも影響する。食べるた
めに必要な機能を少しでもよい状態で維持でき
るように日々の介入の中で検討を続けていきた

また,蝶下機能への影響を最小限にするため
には,早期の燕下リハビリ開始が望ましいとい
われている。治療が進み口内炎や瞭下時痛,倦

い。

怠感が出現してからの訓練開始やリハビリ手技
獲得は,患者にとっても負担であり,治療開始
前からの介入が望ましい。この事例後医師と検
討し,少しずっ治療前にリハビリへ紹介をする
事例が増えている。また,早期のリハビリの介

燕下機能の低下を防ぐため早期のリハビリ介入

入により,肩や頚部のマッサージやストレッチ

を行っていくことが重要である。そして,看護

などのリハビリ方法を本人が副作用症状の少な

師は,患者に寄り添い,患者の受ける治療やリ
ハビリを一緒に行っていく姿勢が重要である。

Vi.結論

CCRTを受ける患者には,適切な疹痛コント
ロールや効果的な口腔ケアが必要である。また,

い状態時に習得しはじめている。スタッフも早
期からSTと連携したリハビリが実施でき, STが

不在時でも継続的にリハビリが行えるように取
り組んでいる。今後,患者の個別性や喋下の状
態を治療前の段階から医師とカンファレンス
し,早期リハビリ介入により燕下機能低下をで

Vi上
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