末期癌患者に対する悪臭対策の経験
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はじめに
癌の患者はさまざまな原因で悪臭を発生しま

２０１２年９月７日

す。その悪臭は本人のみならず、他患者・医療

入院時より悪臭対策を行いました。まず、ベッ

従事者にも不快感をもたらし、ケアの障害とな

ドサイドと病室の入口に、空気清浄機を計２台

ります。今回、体表に癌が露出し、悪臭をもた

設置しました。ケア・処置としては、陰部洗浄、

らす癌末期症例に悪臭対策を行い、悪臭をコン

パッド交換、メトロニダゾール軟膏塗布を開始

トロールできたので若干の工夫点を含め報告し

しました。

ます。
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１％メトロニダゾール軟膏
１％メトロニダゾール軟膏の内容はこのように

症例
７２才

女性

なります。

直腸悪性黒色腫の患者様です。

腹会陰式直腸切断術後、再発にて会陰創及び膣
に癌が露出した状態でした。入院時、陰部のパッ
ドからは、かなりの悪臭がありました。
CT ではここが膣、ここが肛門創の癌の部分で
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２０１２年９月２０日頃〜

活性炭パッドの使用方法

悪臭はやや改善したのでこの対策を継続しまし

浸出液の吸収・吸着を考え、左右のみのテープ

たが、９月２
０日頃より「体がだるい」やベッド

固定とし、活性炭にて、会陰部が黒くなったり、

臥床が多くなるなど患者様の状態に変化があり

不快感がないようにガーゼを１枚巻きました。

ました。

また、写真のように活性炭パッドが患部にあた
るように配置しました。
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２０１２年９月２７日
患者様の状態の悪化とともに悪臭が強くなった

活性炭パッドの使用後

ため、活性炭パッドの使用を処置に追加しまし

９月２７日〜１０月１日の間

た。

ドの確認を行ったが、活性炭内に浸出液の吸着

活性炭パッドは、お茶パックと薬用炭を使って

が少なく、悪臭も強い状態でした。

作成しました。薬用炭のとび散りを予防するた

原因としてお茶パックが３重と厚いため活性炭

めお茶パックは、３重としました。

に浸出液が吸着できてないと考えました。写真

使用後の活性炭パッ

の説明：活性炭パッドの袋を開けたところ、活
性炭に浸出液の吸着が少なく、サラサラしてい
ました。
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活性炭パッドの改良

結果

そこで、お茶パックを３重から１重の活性炭パッ

空気清浄機・メトロニダゾール軟膏だけでは悪

ドに改良したところ、活性炭に浸出液が吸着し

臭は軽減できず、除臭効果は不十分でした。

ている様子が確認できました。

患者様の状態変化や浸出液などにより悪臭の増

写真の説明：活性炭が浸出液を吸着しているた

強がみられたが、活性炭パッドを製作・改良し

め、このようなかたまりになっています。

たところ、ほぼ完全に除臭できました。
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２０１２年１０月２日以降

考察

改良した活性炭パッドと入院時の対策を継続し

癌から生じる悪臭は、壊死組織に嫌気性菌が感

たところ、この日以降、悪臭はほとんど感じら

染して、におい成分が生じ、それが浸出液に混

れなくなりました。

じって体表に浸み出すことが原因とされていま
す。
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そのため対策としては、壊死組織、嫌気性菌、

まとめ

浸出液の除去、におい成分の除去や濃度低減が

癌末期の悪臭は不快であり、緩和ケアの妨げと

考えられます。

なります。悪臭の発生原因や消臭メカニズムを

メトロニダゾール軟膏は、嫌気性菌を殺菌する

検討し、種々の対策を講じることが大切と思わ

ことで、その効力を発揮しますが、軟膏も基材

れました。

によっては、浸出液を吸着し除臭の一助となり
ます。

ご静聴ありがとうございました。

活性炭は、におい成分を吸着することで、消臭
効果を発揮します。私達の活性炭パッドは、活

経費（病院もち）

性炭原抹をお茶パックに入れて、癌部にほぼ直

メトロニダゾール軟膏 １００g

接当てることにより、浸出液を吸着し、におい

メトロニダゾール試薬

１g…２３０円（税込）

成分が取り込まれることに特徴があります。

プロピレングリコール

３mL…３円（税込）

親水軟膏 ９６g…２１２円（税込）

ᎋݑᲢᲭᲣ

合計 ４４５円（税込）
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活性炭パッド
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お茶パック（３重）…７．
５円／３枚（税込）
薬用炭 １０g…６５円（税込）
合計 ７３円（税込）
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お茶パック（１重）…２．
５円／１枚（税込）
薬用炭 １０g…６５円（税込）

症例では、洗浄とメトロニダゾール軟膏塗布で

合計 ６９円（税込）

効果があったものの不十分だったため、さらに
活性炭パッドを併用することで、十分な消臭効
果を得ることができました。
このように、悪臭の発生源や悪臭の程度によっ
て、種々の消臭法を組み合わせ、悪臭対策を行
うことが重要と考えられました。
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