演 題

088

ミョウバン水を用いた手浴の効果を「におい」で検証
発

表

者
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よって引き締められ発汗を抑える「制汗作用」が

周防大島町の特徴

ある。酸化還元反応汗に含まれる、ニオイの元とな
る成分そのものと、みょうばんに含まれる金属が反
応、酸化還元反応による金属消臭が行われる。特に
酸性のみょうばんはアルカリ性であるニオイ成分
「アンモニア」に対する消臭作用がある。
」1）ミョ
ウバン水はこのように多くの効果が得られるため、

人口 19,050人（2012年9月現在）
世帯数 10,211戸
高齢化率 47.86％

ミョウバン水を用いた手浴の効果を高める検証を
行った。よってここに報告する。

目的
周防大島町立橘病院

ミョウバン水には、手浴に期待
される援助効果が含まれるため、
手浴の効果がさらに高められる
のではないかという仮説のもと、
「におい」を主観的、客観的に
データを取ることで検証した。

一般病棟３６床
入院基本料１５：１
内科 眼科 歯科 泌尿器科 皮膚科
整形外科 耳鼻科 リハビリテーション科

【 Ⅱ．研究目的 】 ミョウバン水の効果には、手浴
【 Ⅰ．はじめに 】当院に入院している患者の多くは

に期待される援助効果が含まれるため、手浴の援助

高齢であり、慢性的な経過をたどっている。脳梗塞

がさらに高められるのではないかという仮説をもと

後遺症による関節拘縮の患者や、点滴や経管栄養の

に、
「におい」をデータ化することで検証した。

各種チューブの自己抜去予防のためにミトンの着用
をせざるを得ない患者は、皮膚の密着・発汗による
長時間の湿潤状態にある。日々のケアで清拭や部分
浴の実施により保清を行っているが、継続的な清潔
が保持できず、臭いや皮膚の健康が保持しにくい環
境にある。患者の安楽を阻害していると考えた。援
助の見直しとして手浴の援助効果を高めたいと考え
た。
ミョウバン水は、
「酸性のみょうばんの効果により、
常在菌の繁殖を抑えることが出来る。肌を形成して
いるたんぱく質を変質させ、緻密な保護膜を作って
肌を引き締める「収斂作用」と、その収斂作用に
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ミョウバン水の効果
ミョウバンとは硫酸アルミニウムと硫酸カリウ
ムの硫酸塩の複合体

•常在菌の繁殖抑制
ミョウバン •消臭作用
水の効果 •制汗作用
•収斂作用

客観的データ

手浴の効果

ニオイセンサー汎用型XP－329(新コスモス電機)
を使用し、臭気の昇降の差をデータ化

循環を促進し、全身が温まる。
疼痛や不快感を緩和する。

主観的データ
「におい」の強さの６段階表示法」を参考にし
病棟スタッフにて評価。

他に・・・消臭効果
手指の汚れをとる
皮膚の健康
リラクゼーション効果
【 Ⅲ．手浴の効果 】 手浴の効果として、循環を促

2．客観的データを評価するために、ニオイセン

進し、全身が温まるという効果がある。2）

サー汎用型 XP － 329 を使用。

また、疼痛や不快感も緩和する。他に、消臭効果、

主観的データの評価は、
「におい」の強さ 6 段階

手指の汚れをとる、皮膚の健康、リラクゼーション

表示法 3）を使用する。

効果などがある。

3．ニオイセンサーの使用条件

【 Ⅳ．ミョウバン水とは 】 ミョウバンとは、硫酸

（1）値を 200 に設定し、その昇降の差をデータとす

アルミニウムと硫酸カリウムの硫酸塩の複合体で、

る。

無色透明の正八面体の結晶体である。

検証 1：患者 A 氏には、ミョウバン水を用いた手浴

料理では、素材の色を保ったり、あくを抜いたりす

を行い、主観的・客観的なデータを取り臭いの変化

るために、結晶体の水分をとばした「焼みょうば

を検証する。

ん」というものが使われている。

検証 2：患者 B 氏には、両手を手浴し、一方にミョ

【 Ⅴ．患者情報 】

ウバン水を使用し、手浴のみとミョウバン水を活用

検証 1：A 氏・70 代・女性

した手浴の効果の違いを検証する。

脳梗塞後遺症による関節拘縮があり、左手掌はびら

4．ミョウバン水の作り方

ん様

焼きミョウバン 50g（生ミョウバンならば 75g）水

検証 2：B 氏・80 代・女性

道水 1.5 リットル

脳梗塞後遺症による関節拘縮あり、両手掌湿潤状態

空き容器（ペットボトル等）水道水を 1.5 リットル

【 Ⅵ．研究方法 】

用意する。

測定方法

そのまま 2 ～ 3 日放置。ミョウバンの結晶が溶け
きって、液体が透明になったら、原液ができる。こ
れを霧吹きにて使用する。4）
5．手浴の手順
物品：ビニール袋 2 枚、ボトル 2 本、ビオレ（マイ
ルドタイプ）
、温度計、カメラ

数値２００を基準として、臭気の昇降の差をデータ化する。
「におい」強さには統一単位がない。
※多種多様な特徴を持つ「におい」を単一の評価尺度で表すこと
は困難で、実際「におい」には世界共通の単位がない。
参考： ヨーグルト：５９６ ほうじ茶：２１６
インスタントコーヒー：４２０

タイマー、輪ゴム、40℃ の湯（500ml × 2）
、ミョ
ウバン水、判定用紙
ニオイセンサー汎用型 XP － 329
（1）ビニールにお湯をいれ、手を 5 分間浸け、温め

1．研究期間 平成 23 年 9 月 6 日～ 10 月 12 日

る。
（2）ビオレハンドソープを 3 プッシュし泡で洗う。
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洗う手順は手掌から指間部、手背の順に洗浄し
ていく。

2）B 氏の検証データ
（1）主観的データ

（3）ボトル 1 本分の湯（500ml）をかけ、泡を落とす。

B 氏の時間ごとのグラフでは、両手とも 2 時間後以

（4）タオルで皮膚をこすらないよう、水分を拭き取

降臭いの上昇はあるが、左手のミョウバン水未使用

る。

の方が、著名な上昇がみられる。B 氏の日にちごと

（5）ミョウバン水を噴霧し、うちわであおぎ、乾燥
させる。

のデータでは、3 日目以降、両手共にゆるやかな上
昇があるも、左手のミョウバン未使用の方が、著明

【 Ⅶ．検証結果 】

な上昇がある。

1）A 氏の検証データ

Ｂ氏の時間経過による臭気の変動

（1）主観的データ
最終的には、無臭からかすかに感じる程度の段階ま
で低下している。

A氏の主観的データ
4

A氏の日にちごとの平均値

3

2

1

0

（2）客観的データ
時間ごとのグラフでは、同じような形のデータに
なっており、著名な変化はない。
日にちごとのグラフでは、右手は大きな臭気の変動
はみられなかったが、左手は、びらん様で酸臭も強
かった。
しかし、2 日目以降に緩やかに臭気が低下していっ
ている。

3）A 氏の左手の状態変化
（1）ミョウバン水使用による検証

A氏の左手の状態変化（ミョウバン水未
使用）
一週間後

見た目に変化
みられず…
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徐々に白くふやけたびらん様の皮膚が改善していっ

少なからず、別の環境因子としてあげられるのは、

ているのがわかる。

石鹸の香りによるものではないかといえる。測定器

（2）手浴のみの検証

が、石鹸のにおいに反応して数値の上昇がみられた
と考えられる。

A氏の左手の状態変化

結論

一週間後

手浴の援助が
ミョウバン水により、
さらに
高められた

びらん様の皮膚
が改善していった
手浴のみの検証の結果、再び、びらん様に戻ってお
り、手浴期間中びらんが改善することはなかった。

【 Ⅸ．結論 】
1．ミョウバン 50g 使用で、約 2L 分のミョウバン

結果

水を作ることができる。ミョウバンは 100g100

１．ミョウバン水により、発汗による湿潤を
抑えられた。
２．弱酸性に保つため、常在菌の繁殖が
抑えられた。
３．ミョウバン水は安価である
市販の消臭剤は375mlで300円台
ミョウバン水は約2Ｌ分で100円台
４．臭いの感じ方には個人差があるため、
市販の消臭剤より、万人に利用
しやすい。

円～ 200 円で購入でき、市販の消臭剤を使用す
るよりも安価である。
2．臭いは個人差があり、臭いの感じ方も違うため、
市販の消臭剤より、万人に利用しやすいことが
いえる。
3．スプレーすることにより 2 ～ 4 時間の間は少なか
らずとも発汗による湿潤を抑えることができた。
4．弱酸性に保つ効果があるため、常在菌の繁殖抑

【 Ⅷ．考察 】 A 氏の皮膚の状態は、左手の方が酸

えられる。よって、消臭効果を得ることができた。

臭が強く、びらん様であった。検証の実施によりび

ミョウバン水による手浴によって、効果の表れには

らん様の皮膚が改善されていった。これにより、

個人差があるが、環境因子に左右されにくい事や、

ミョウバン水の殺菌作用である常在菌の繁殖を抑え

消臭効果が得られるということが分かる。よって手

ることができたと考えられる。また、手浴初日と最

浴の援助がさらに高められたのではないかという結

終日を比較すると数値が徐々に減少している。よっ

論にいたった。

て、消臭効果が得られたといえる。A 氏の場合では、
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