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手掌の浸軟および不快臭に対するミョウバン水を用いたケアの効果
演 題
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拘縮のない患者に比べて高くなり、細菌の繁殖
しやすい状態にある。当病棟では日々の手掌の
ケアとして入浴時の石鹸洗浄と微温湯を使用し
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た洗浄を行いガーゼやタオルを把持してもらう
などの対応をしていた。しかし手掌内が湿潤し
浸軟や表皮剥離、不快臭などの皮膚トラブルを
繰り返すという現状があった。
先行研究では竹酢液を使った湿潤・消臭効果
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１）や重曹水を使った消臭効果２）が報告され
ている。本研究では、今井氏が考案したミョウ
バン水に注目した。ミョウバン水には制汗・消
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臭・殺菌作用があり、わきが・手汗対策として
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も使用されている。拘縮した手掌内の汗と菌の
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増殖を抑えることで、皮膚の除湿・消臭に効果
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があるのではないかと考え、手掌のケアを検証
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した結果を報告する。
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はじめに
脳血管疾患などにより手の拘縮のある患者
は、手掌の皮膚が密着しているため通気が妨げ
られやすい。そのため、手掌内の温度・湿度が
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３）観察内容

⋡⊛

経過記録表を作成し、皮膚の状態・手掌のに
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おい・全身状態の変化の有無について２名で観
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察を行った。皮膚の状態について、皮膚剥離や
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浸軟の程度について３段階（０：皮膚トラブル

↪⺆䈱ቯ⟵

なし、１：カサつきまたは浸軟軽度あり、２：
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皮膚剥離または浸軟あり）の評価基準を作成し
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て判定した。においについ て、手 掌 か ら５cm
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のところで直接においをかぎ、３段階（０：に
おわない、１：ややにおう、２：におう）の評

!．目的

価基準を作成し判定した。さらに湿疹・発赤の

手に拘縮がある患者の手掌のケアにミョウバ

有無及び全身状態の変化など観察し記録した。

ン水を使用し、手掌の除湿・消臭に効果がある
かを検証する。
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"．用語の定義
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ミョウバン水：焼きミョウバン５０g を水道水
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１．
５L で溶かしたものを原液とし、この原液を水
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道水で１０倍に希釈したもの。
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４．倫理的配慮
研究を行うにあたり目的、方法、個人情報の
保護、研究参加は任意でいつでも拒否する権利
があること、研究参加の有無にかかわらず不利
益が生じないこと、結果の公表などについて対
象者や家族に文書及び口頭で説明し承諾を得た。

#．研究方法

⚿ᨐ

１．期間：２０XX 年６月〜８月
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２．対象者：脳梗塞後遺症などにより手の拘縮が
あり、手掌の浸軟や不快臭などの皮膚トラブ
ルを持つ患者。
３．ケアの実施方法
１）実施期間の前に対象者にパッチテストを行
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い、アレルギー反応の有無を確認した。
２）１日１回、午前１
０時にスプレーボトルに入
れたミョウバン水を手掌に２回（０．
５ml)噴
霧したあとガーゼで拭き取り乾燥させた。
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$．結果
対象者は４名（以下 A・B・C・D 氏とする）
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で平均年齢は８
５．
５歳。脳梗塞後遺症などにより

みられなかった。

寝たきり状態で自力での清潔動作ができず、週

⠨ኤ

１回全介助で入浴を行っていた。
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V．考察
ミョウバンは、食品添加物としても使用され
ている体に安全な成分で、このミョウバンを水
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に溶かしたミョウバン水には、殺菌・制汗・消
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臭作用があると言われている。
今井は３）
「ミョウバンは水に溶けると酸性に
なる性質があり、酸性条件下では皮膚常在菌は
増殖しにくくなります」と述べている。におい

䋰䋺䈮䈍䉒䈭䈇
䋱䋺䉇䉇䈮䈍䈉
䋲䋺䈮䈍䈉

は皮膚の雑菌が汗の成分を分解することで発生
するため、汗の分泌を抑え、さらに皮膚が酸性
であれば雑菌の繁殖が抑制され結果的ににおい
も抑えられるといえる。

４名とも手指の拘縮があり手掌や指間の皮膚

拘縮により密着した皮膚は通気が妨げられる

が密着している状態で、手掌の浸軟や剥離など

ことにより乾燥が不十分となり、角質層の水分

の皮膚トラブルが発生して不快臭を伴ってい

が増加して浸軟状態を引き起こしやすい。また、

た。（表１、表２・表３）

高齢者の菲薄化している皮膚はバリア機能の低

パッチテストの結果、４名ともアレルギー反

下を招き皮膚剥離をきたしやすい。
ミョウバン水を噴霧しガーゼで拭き取り乾燥

応は認めなかった。
ケア実施後１週間頃より B・C・D 氏の皮膚

させた結果、手掌内の乾燥した環境が維持でき、

の浸軟や剥離が軽減し始めた。２週目には A 氏

ミョウバン水の消臭・殺菌作用も伴って効果が

も軽減し、B・C・D 氏は皮膚トラブルが改善し

現れたと思われる。しかし、ケア実施後乾燥傾

た。３週目に入っても皮膚の状態に浸軟・剥離

向となった例もあり、皮膚のバリア機能を維持

など悪化はみられなかったが、C・D 氏はその

できるようなケア方法の検討がさらに必要であ

後乾燥傾向となった。

る。

手掌のにおいは、C 氏は２週目まで変化がみ

今回の研究では対象者が少数であったため

られなかったが、３週目より軽減した。A・D

データとして検出するには限界があった。しか

氏は１週目より軽減しそのままの状態で経過し

し、ミョウバン水を用いたケアは取り扱いも容

た。B 氏は２週目には臭いが消失した。（表２・

易であり、拘縮のある患者の手掌の浸軟・にお

表３）全身状態は４名ともケア実施中に変化は

いを抑えるための日々のケアに活用できると考
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えられる。
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!．まとめ
手の拘縮がある患者へのミョウバン水を用い
た手掌のケアにおいて、手掌の浸軟や不快臭の
改善に効果があると示唆された。
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