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このパンフレットは、がん化学療法を受ける患者さん・ご家族に、が

ん治療の副作用について理解を深め、安心して治療を受けていただくた

めに作成しました。副作用の症状を予防したり、軽減するために薬剤を

うまく使うことが大切です。また、ご自分でできる生活上の工夫もあり

ます。

そして、がん治療の副作用について理解を深めることは、副作用の早

期発見にもつながります。また、がん治療を続ける上では、ご家族や周

りの方の協力と理解が必要不可欠です。このパンフレットは、患者さん

だけではなく、ご家族の方にも是非知っていただきたい内容をまとめま

した。

抗がん剤の治療内容については、医師、看護師、薬剤師から十分に説

明を受けられたと思います。ここでは、「抗がん剤の副作用」とその具体

的な「対処法」について分かりやすくご紹介します。
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１ は じ め に



①がんとは何か？

がんは、様々な要因により、細胞の遺伝子に傷がついて生じる病気で、

ほとんどの方の体内にがん細胞が発生すると言われています。しかし、

がん化した細胞は体内にあるがんを抑制するシステムによって自然に消

し去られています。ところが、一部はがん化した細胞が増殖して、がん

細胞の塊、つまり病変を作り、広がってしまいます。このような状態が、

いわゆる「がん」という病気であり、「悪性腫瘍」ともいいます。

現代の日本では、男性では２人に１人、女性では３人に１人が「がん」

になるといわれています。早期に見つかれば完全に切除できることもあ

りますが、再発したり、また別の「がん」になってしまうことも少なく

ありません。切除できないときは、薬剤や放射線による治療を行います。

最近では、がんの進行を抑える新しいタイプの薬が次々と開発されて

います。病変を完全になくすことはできなくても、薬剤を適切に使って

うまくコントロールし、長期にわたり通常の生活をしながら治療を続け

ることが可能になってきました。

｢がん」についてよく知り、上手に付き合いながら生活していくことが

大切です。

②がんの治療にはどんなものがあるか？

１．化学療法

薬（抗がん剤）によって治療することを「化学療法」と呼びます。

化学療法は、①がんが広がっていて手術が行えない場合や、②手術で

切り取っても目に見えない小さながん細胞

が残っていると思われる場合に、手術前後

に補助的に行うことがあります。
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２ が ん の 治 療 に つ い て



２．分子標的治療

がん細胞に特徴的に現われる分子を標的（ターゲット）として、薬（分

子標的薬）によりがん細胞の増殖や転移を抑えるのが分子標的治療です。

一般的に、この治療は従来の抗がん剤と比較して正常細胞に対する影響

が少ないと考えられています。

分子標的治療には、がん細胞に栄養や酸

素を供給する血管の増殖を抑える治療法

（血管新生阻害）や、がん細胞の分裂を促す

増殖因子を抑制する治療法（細胞増殖阻害）

などがあります。

３．ホルモン療法

乳がん、子宮体部がん（子宮内膜がん）、前立腺がんなどの多くは、ホ

ルモンに依存して増殖することが知られています。このようながんに対

し、薬によってホルモンを調整することに

より、がん細胞の増殖を抑えるのがホルモ

ン療法です。

４．免疫チェックポイント阻害療法

免疫細胞はがん細胞を攻撃しますが、がん細胞は免疫細胞の働きを弱

め免疫細胞の攻撃から逃れる仕組み（チェックポイント）を持っていま

す。そこで、その仕組みに作用し免疫細胞の働きを再び活発にすること

で、がん細胞を攻撃する治療が免疫チェックポイント阻害療法です。こ

の治療は免疫細胞の働きを活発にするため、自己免疫に関わるさまざま

な副作用が起こる可能性があります。このため、免疫チェックポイント

阻害療法では、これら副作用の早期発見と早期対応が必要不可欠になり

ます。
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抗がん剤の多くは、細胞自体あるいは細胞の中にあるDNAに致命的

な障害を及ぼすように作られています。細胞分裂が活発ながん細胞は、

抗がん剤によるDNAの障害を受けやすくなります。

しかし、盛んに分裂・増殖をするのは、がん細胞だけではありません。

正常細胞でも、血液をつくる骨髄の造血細胞や口腔粘膜、消化管粘膜、

毛根などの細胞は頻繁に細胞分裂をしているため、抗がん剤の作用を受

けやすくなります。

造血細胞が傷ついて充分に分裂・増殖できなくなると、赤血球や白血

球、血小板などが作られなくなり、貧血や感染症、出血などを引き起こ

しやすくなります。また、傷ついた正常細胞が口腔粘膜なら口内炎、消

化管粘膜なら下痢、毛根細胞であれば脱毛といった症状が副作用として

現れます。そのため、化学療法で特に起こりやすい副作用は白血球の減

少、脱毛などですが、その他に抗がん剤によっては吐き気が強く出るも

のがあります。

副作用の起こりやすさは、使われる抗がん剤の種類によって違い、個

人差もあります。抗がん剤の多くは、その効果を得るために、どうして

も副作用が避けられないことがあります。だからこそ、副作用に関する

正しい情報を得ておくことが大切になります。

−4−

３ 副 作 用 は な ぜ 起 こ る の か ？



国立がんセンターがん対策情報センターがん情報サービスより

http://ganjoho.jp/public/dia_tre/attention/chemotherapy/about_chemotherapy.html
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抗がん剤の副作用と発現時期

＊ 抗がん剤の副作用と発現時期の一般的
な出方を示しています。ピンク色の部
分は｢自分でわかる副作用｣、ブルー色
の部分は｢検査でわかる副作用｣です。
オレンジ色の部分は、抗がん剤投与後
の副作用の出やすい時期を週ごとに記
載しています。

急性の吐き気・アレルギー反応
血圧低下・不整脈・呼吸困難・便秘

遅延性の吐き気
食欲低下・だるさ
便秘

口内炎・下痢
だるさ

肝障害
腎障害

骨髄抑制
　白血球減少
　貧血
　血小板減少

脱毛

手足のしびれ・耳鳴り

自分でわかる副作用

検査でわかる副作用

経過（週） 1 2 3 4



①倦怠感

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

倦怠感は、抗がん剤や放射線治療を受けてい

るほとんどの患者さんでみられる症状です。貧

血、低栄養、精神的ストレスなど様々な原因に

よって起きます。

その場合、一般的に抗がん剤投与３〜４日後に起こることが多いです。

【どんな薬で起こりやすいか】

全ての抗がん剤で起こりやすい副作用です。抗がん剤の種類、投与量、

治療歴によって異なりますが、一般的に回数を重ねる毎に起こりやすく

なると言われています。

【どんな対処方法があるか】

不眠、栄養不足などの疲労の原因を取り除くために睡眠薬や栄養剤を

使うことがあります。また、読書、好きな音楽、テレビ、マッサージ、

アロマテラピー、足浴などのストレス解消や気分転換を行うことも大切

です。

②吐き気・嘔吐

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

脳の嘔吐中枢が刺激されて起きると言われて

います。

その場合、一般的に抗がん剤投与の当日から

数日間に起こることが多いです。

【どんな薬で起こりやすいか】

シスプラチン、エンドキサン、ダカルバジン、

カルボプラチン、エルプラット、イホマイド、ブスルフェクス、ファル

モルビシン、ドキソルビシン、メソトレキセート、ダウノマイシン、イ

リノテカン、ザノサー、ビターザ、ロンサーフ、トリセノックス、プロ
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４ 自分で分かる副作用にはどんなものがあるか？



カルバジン、グリベック、テモダールなどがあります。

【どんな対処方法があるか】

抗がん剤を使う前に予防として吐き気止めを

使用することがあります。食べられないときは

無理せず、食べられそうなものを少量ずつ、ま

たは分割して食べてみましょう。

嘔気がある時には、冷たいもの、おにぎり、

スシ飯、味の濃いものの方が食べやすいと言わ

れています。たくさんの量を盛り付けていると見ただけで食欲がなくな

ることもありますので、盛り付ける量にも気を配りましょう。水分補給

は、スポーツドリンクやジュースなど、エネルギーのあるものを取り入

れてみましょう。楽な姿勢をとり、窓を開けて空気の入れ替え、冷たい

水で軽くうがいすることなども効果があります。

嘔気は、やがて「必ず治まる」のでおおらかに構えましょう。

③便 秘

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

腸の動きが悪くなり起きると言われています。

その場合、一般的に抗がん剤投与の１週目に起こ

ることが多いです。

【どんな薬で起こりやすいか】

オンコビン、フィルデシン、エクザール、パクリ

タキセル、ドセタキセルなどがあります。

アロキシ、グラニトセトロン（カイトリル）やラモセトロンなどの吐き気

止めで便秘が起こることもあります。

【どんな対処方法があるか】

腸の動きを強める薬、便を柔らかくする薬、浣腸などを使います。便

秘により便が硬くなると肛門が傷つきやすくなったり、強くいきむと出

血する可能性があります。また、便秘が続けば腸閉塞（イレウス）を起

こす可能性もありますので、便秘薬を使って排便を促すことが必要です。

また便秘薬と組み合わせて十分な水分を摂り、適度な運動や腹部マッ

サージをすることも効果があります。
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④下 痢

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

粘膜が障害されたり、腸の運動が活発になる

ことで起きます。腹部への放射線治療でも起こ

ることがあります。

その場合、一般的に抗がん剤による場合は投

与の１〜２週目に起こることが多いです。

【どんな薬で起こりやすいか】

イリノテカン、5-FU、メソトレキセート、UFT、TS-1、イレッサ、

タルセバ、アービタックス、ゼローダ、タグリッソ、ジオトリフ、ネク

サバール、スーテント、ヴォトリエント、スチバーガ、レンビマ、イン

ライタなどがあります。

【どんな対処方法があるか】

下痢止めの薬や整腸剤を使用します。下痢が続くと、体の水分が失わ

れ脱水症状になりやすいですので、常温のスポーツドリンクなどで電解

質を補給しましょう。下痢が治まるまでは腹部を休め、冷たい飲み物や

カフェイン入りの飲み物、脂っこい物、香辛料の強いものなどは避けて、

消化がよく栄養価の高い食品（例：卵豆腐、コンソメスープ、卵とじう

どんなど）を少量ずつ分けて摂るようにしましょう。

−8−

肛門、下着の清潔保持も大切です！

・下痢便の多くは酸性で消化酵素を含むので、下痢便の刺激により

肛門周囲がただれやすくなります。

・排便後は肛門をトイレットペーパーで強くこすらないようにして

下さい。可能であれば、ウォシュレットで洗浄してから軽く拭く

ようにしましょう。

・下着が汚れた場合はすぐ替えるようにして下さい。



⑤口内炎

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

抗がん剤で口の中の粘膜が障害されたり、白血

球が少なくなって口の中に感染や炎症が起きるこ

とで口内炎ができます。

その場合、一般的に抗がん剤投与の２週目以降

に起こることが多いです。

【どんな薬で起こりやすいか】

キロサイド、イダマイシン、メソトレキセート、シスプラチン、カル

ボプラチン、ブレオ、ドキソルビシン、ドキシル、ファルモルビシン、

5-FU、ゼローダ、アービタックス、アフィニトールなどがあります。

【どんな対処方法があるか】

水やぬるま湯、お茶などでこまめにうがいをすることが、口の中を清

潔に保ち口内炎の予防になります。ペットボトル500mlに、重曹と食塩

を各小さじ２杯ずつ入れると手作りのうがい薬ができます。柔らかい歯

ブラシを使って丁寧に歯磨きをし、舌の汚れも落とすようにしましょう。

口内炎が出来た時は、口の中の炎症を抑える塗り薬を塗ります。痛み

がひどい場合は、歯科でレーザー治療を行うことがあ

ります。口の中が乾燥すると口内炎が治りにくくなる

ので、乾燥を避けるためにマスクをしたり口腔内に保

湿剤（例：コンクールマウスリンス）を塗るのも効果

的です。

ビタミン（特にB2）を多く含んだ食品（例：うなぎ、豚肉、納豆、卵、

緑黄色野菜など）を摂るように心がけましょう。
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⑥しびれ感

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

抗がん剤が神経の細胞に直接障害を及ぼしたり、

間接的に神経に影響を与えることでじんじんする

ようなしびれ感が起きます。

その場合、一般的に、抗がん剤投与の２〜３週

間後に起こります。指先や足先からはじまること

が多く、手足の感覚が鈍くなったり、食事中に箸を落とすような症状が

出ることがあります。

【どんな薬で起こりやすいか】

エルプラット、パクリタキセル、ドセタキセル、シスプラチン、カル

ボプラチン、アクプラ、オンコビン、ベルケイド、アブラキサンなどが

あります。

【どんな対処方法があるか】

神経の過敏な状態を和らげるため、痛み止めなどの薬を使うことがあ

ります。症状が悪くなったら、抗がん剤を減らしたり休んだりします。

一般的にしびれ感に早めに対応した方が、ひどくなって対応するよりも

回復が早いと言われています。しびれ感が現れたら主治医に相談しま

しょう。

症状が長引くこともあります。力がうまく入らず転びやすいことがあ

りますから、足がしっかり固定でき底が滑りにくく、かかとやベルトの

付いた靴や室内履きを選びましょう。また、手足の感覚が鈍くなると、

熱いものに触れてもよく分からずヤケドをする可能性がありますから、

コンロやストーブに注意してください。手足の運動をしたり、血行をよ

くするためにぬるま湯で温めてみましょう。冷やすことで症状が和らぐ

こともあります。

エルプラットという抗がん剤を使用されている方は、冷たいものを飲

んだり触ったりすることで痛みが起こりやすく

なりますから、冷たいものを控えてください。

−10−



⑦脱 毛

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

頭皮の毛根細胞が抗がん剤で障害を受けること

で脱毛が起きます。抜けるのは髪の毛だけではな

く、眉毛、睫毛、陰毛などの毛も抜けます。

一般的に、抗がん剤投与の２〜３週間後に起こ

ります。髪は短いほうが、抜け毛の総量が少なく、

手入れが楽などの利点があるので抗がん剤の治療を受ける前に短く切っ

ておくほうがよいです。逆に、髪質によっては短かく切りすぎると切っ

た髪がトゲのように刺さり痛いこともあります。適度な長さに切りま

しょう。

【どんな薬で起こりやすいか】

パクリタキセル、ドセタキセル、ドキソルビシン、ラステット、イリ

ノテカン、ファルモルビシン、イホマイド、オンコビン、ブレオ、メソ

トレキセート、フィルデシン、シスプラチン、アブラキサン、カルセド

などがあります。

【どんな対処方法があるか】

かつら（ウィッグ）、帽子、スカーフなどを使ってうまくカバーしましょ

う。

治療が終われば１〜２ヶ月で再生がはじまり、一般的には３〜６ヶ月

で回復することが多いです。また、再び生えたときに以前よりも薄く

なったり、くせ毛になるなど髪質が変わることがあります。

洗髪・ブラッシングは、頭皮を傷つけないようにそっと行いましょう。

抜けた毛はからみやすく頭皮が不潔になりやすいので、粘着テープなど

を使ってこまめに片づけましょう。シャンプーの中には、泡立ちをよく

するために「ラウリル硫酸ナトリウム」という合成界面活性剤が入って

いるものがありますが、こ

れが刺激となることがあり

ます。ラウリル硫酸ナトリ

ウムが入っていないもの、

入っている量が少ないシャ

ンプーを使用しましょう。
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⑧浮腫（むくみ）

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

血管外に水分が漏れることで起こります。心

臓、腎臓、肝臓の疾患があると手や足、顔など

にむくみが起きることがあります。

【どんな薬で起こりやすいか】

ドセタキセル、エンドキサン、グリベックな

どがあります。

初期症状は足のむくみや体重増加で、グリベックの場合は、眼が腫れ

ぼったくなることがあります。尿量の減少にも注意が必要です。

【どんな対処方法があるか】

多くの場合、症状は軽度で利尿剤を使用することで改善します。症状

が重い場合は、治療を休んだり中止せざるをえないこともあります。

むくんだ箇所は皮膚が弱くなっています。極力皮膚を剥き出しにせず、

靴下や手袋などで保護しましょう。また乾燥させないよう、保湿クリー

ムを使用しましょう。むくんだ箇所に圧力をかけてはいけません。衣服

で締め付けたり、脚を組んで圧迫しないようにしましょう。皮膚感覚が

鈍くなっているので、低温やけどをしないように湯たんぽや電気カー

ペットに気を付けてください。

体重が増えたり、尿量が減ったら主治医に伝えてください。

⑨味覚の障害

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

舌には「味雷（みらい）」という食べ物の味を

感じる小さな器官があり、その新陳代謝が抗が

ん剤で阻害されて味覚に異常を感じることがあ

ります。舌神経の障害や亜鉛の欠乏などでも同

じようなことが起きると言われています。

【どんな薬で起こりやすいか】

特定の抗がん剤ではなく、多くの抗がん剤でみられる症状です。

｢舌に膜が張ったような感覚」、「金属味がする」、「苦く感じる」、「特定
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の味（たとえば甘み）を強く感じる」、「味を感じにくい」など症状はさ

まざまです。

【どんな対処方法があるか】

味覚の障害がある時は、一般的に酢の物は食べやすいと言われていま

す。唾液の分泌を促すためにレモン味の飴などを食べてみるのも１つの

方法です。唾液が十分に分泌されると味覚障害が和らぐと言われていま

す。

食べ物を苦く感じたり、金属味がする時は、シソ・ユズ・レモン・ゴ

マなどの香りの良いものを利用したり、コンブ・カツオなどのだし、香

辛料を使ってみたりしましょう。塩味・醤油味を苦く感じる時は、味噌

味をつけてみると良いことがあります。味を感じにくい時は、味付けを

濃くしてみましょう。ただし、腎臓や心臓が悪い方、高血圧の方は塩分

の摂りすぎは良くありません。主治医に相談しましょう。

⑩皮膚の障害

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

１．色素沈着

抗がん剤によってメラニン色素が多くなることで起

こります。

２．手足症候群

（Hand-foot syndrome：ハンド フット シンドローム)

手や足の皮膚に抗がん剤が分泌されることで、この症状が起こると言

われています。

【どんな薬で起こりやすいか】

5-FU、TS-1、ゼローダ、ネクサバール、スーテント、スチバーガ、

ドキソルビシン、メソトレキセート、ラステット、ドキシル、イレッサ、

タルセバ、アービタックス、ベクティビックスなどがあります。
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手や足に起きる皮膚炎で、手の掌・足裏の皮膚に、
ヒリヒリ感・チクチク感・知覚過敏・ほてり感・腫
れなどがあらわれる状態を言います。



【どんな対処方法があるか】

色素沈着や爪の変化だけでは、抗がん剤治療を中止したり、薬の量を

減らしたりすることはほとんどありません。色素沈着は日光にあたると

悪化するため、日焼け止めクリーム、帽子、手袋などを使用して日焼け

予防をすることが大切です。

手足症候群（Hand-foot syndrome）の症状がひどければ抗がん剤

を中止したりすることもあります。手足症候群の予防のためには、保湿

がとても大切です。お風呂あがりだけではなく、普段からこまめに保湿

剤をつかって乾燥を防ぎましょう。また炎症を伴う場合は必要に応じて

抗生物質を飲むこともあります。

手足症候群のケアは、弱酸性の石鹸でよく泡立てて優しく洗浄し、洗

浄後は保湿クリームやステロイド外用薬などを塗布しましょう。また皮

膚へのダメージを少なくするために、手袋や靴下を使用するのも効果的

です。ひび割れた部分にはビジダームという皮膚保護剤を使いましょう。

ビジダームは市販されています。

⑪心臓の障害

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

強い酸化作用のある「活性酸素」によって心臓の障

害や、体の中のエネルギー生産工場である「ミトコン

ドリア」の障害など様々な原因で心臓の細胞の異常が

起こることがあります。

【どんな薬で起こりやすいか】

１．心臓の機能異常（心筋障害、心不全）を起こす薬

ドキソルビシン、ドキシル、ダウノマイシン、イダマイシン、エンド

キサン、 ハーセプチン、トリセノックス、スーテントなどがあります。

２．脈の異常（不整脈、徐脈）を起こす薬

パクリタキセル、ドセタキセルなどがあります。

３．胸痛を伴う心筋虚血（心筋梗塞、狭心症、狭心症様症状）を起こす薬

ユーエフティ、TS-1、5-FU、シスプラチン、オンコビンなどがありま

す。
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【どんな対処方法があるか】

症状に応じて心臓保護作用や心臓の負担を減らす薬剤を使用します。

症状が重くなると、元に戻りにくくなることもあり、治療の休薬や中止

が必要になります。

心臓の機能が低下したときは安静が大切で、塩分・水分制限が必要で

す。これは数日以内に起こる急性のものと、抗がん剤を使った回数と量

が増えて起こりやすくなる慢性のものがあります。普段から脈拍、血圧

を測り、息切れや胸の圧迫感が現われたら主治医へ相談しましょう。心

臓の働きが低下すると疲れやすさや手足のむくみ、体重の増加などが出

てくることもあります。

⑫肺の障害

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

直接、肺の細胞を障害したり、炎症反応など

により間接的に肺の細胞を障害することで起こ

ります。

【どんな薬で起こりやすいか】

ブレオ、マイトマイシン、ジェムザール、エ

ンドキサン、アルケラン、イレッサ、タルセバ、

タグリッソ、ジオトリフ、アフィニトール、トーリセル、ベクティビッ

クスなどがあります。

【どんな対処方法があるか】

咳や息切れなどの肺の異常によると思われる症状が現れたら早期に発

見し、治療を休んだり、中止したりすることが必要です。

肺の障害は時に間質性肺炎などの重大な障害を引き起こすこともあり

ます。間質性肺炎は肺に起こる炎症の一種で、この症状が進行すると肺

が硬く縮み、呼吸不全につながることもあります。治療を開始して直ぐ

に起こることもあり、息切れや呼吸困難・動悸・咳・発熱など風邪によ

く似た症状が出た場合、間質性肺炎の前兆とも考えられますので、直ぐ

に主治医に相談しましょう。
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⑬聴覚の障害

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

抗がん剤による難聴は、耳の中の「蝸
か

牛
ぎゅう

」と呼

ばれる部分が障害されて起こるといわれています。

【どんな薬で起こりやすいか】

シスプラチン、カルボプラチン、アクプラ、パ

クリタキセルなどがあります。

【どんな対処方法があるか】

一般的に使った薬の量が増えると耳鳴りや難聴が起こりやすくなるの

で、治療の回数を重ねていくことで起こりやすくなります。以前、シス

プラチンによる治療を受けたことがある場合は事前に主治医に伝えま

しょう。

症状は、左右両耳に起こり、はじめは高音域の聴こえが悪くなり徐々

に低音域の聞こえも悪くなっていきます。また、［蝸牛」には体のバラン

スを保つ神経もあるため、難聴や耳鳴りのほかに、めまいや吐き気を伴

うこともあります。このような症状が出た時は、ステロイド剤などが使

われます。抗がん剤による治療を休んだり、中止することもあります。

聴覚の障害は、まず耳鳴りから始まることが多く、いったん難聴にな

ると治りにくいと言われています。耳鳴りなどの症状が現れたときは主

治医に相談し、聴力検査を受けましょう。

⑭性機能の障害

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

男性：精子を生成する細胞が影響を受けて起こるといわれています。

精子の数が減少したり、運動性が低下したりして不妊の原因に

なることがあります。また、勃起や射精の異常が起こることも

あります。

女性：卵巣は精巣より放射線、抗がん剤の影響を受けやすく、卵子に

直接影響を及ぼすといわれています。不妊になったり、月経異

常や更年期障害に似た症状が出ることがあります。
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【どんな薬で起こりやすいか】

１．卵巣機能の障害を起こしやすい薬剤

エンドキサン、アルケラン、シスプラチ

ン、カルボプラチンなどがあります。

２．赤ちゃんの奇形を起こしやすい薬剤

エンドキサン、ロイケリン、ブスルフェ

クス、グリベックなどがあります。

＊抗がん剤の種類や治療を受ける年齢にもよりますが、全ての抗がん剤

は多少とも性腺機能に影響を及ぼします。

【どんな対処方法があるか】

治療後に徐々に回復することもありますが、投与量や年齢などによっ

て回復しにくいことがあります。卵子の保存はできませんが、精子の保

存はできます。妊娠を希望する場合は、パートナーとよく話し合い、治

療前に必ず主治医に相談しましょう。

また、治療後６ヵ月程度は、奇形を伴う赤ちゃんが生まれることを防

止するために避妊することが望ましいと言われています。
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⑮白血球の減少と感染症

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

抗がん剤によって骨髄細胞

の血液を作る働きが障害され

て起こります。

骨の中で、白血球、赤血球、

血小板などの血液の細胞が出

来るため、骨髄の細胞が障害

を受けることにより、血液の

中の白血球が減少します。白血球は細菌やウイルスに人が感染すること

を防ぐ大切な働きがあるので、これが少なくなると感染しやすい状態に

なります。

その場合、一般的に抗がん剤投与の１週間〜10日後に起こります。

【どんな薬で起こりやすいか】

ほとんど全ての抗がん剤にみられ、抗がん剤による治療を行った時に

最も高頻度に現れる副作用です。

【どんな対処方法があるか】

白血球が極端に少なくなった場合は、白血球を上げる注射をします。

白血球が少なく38℃以上の高い熱が出た時は、抗生物質や解熱剤を使用

します。白血球が少なくなると、ばい菌が入りやすくなり風邪を引きや

すくなるので注意が必要で

す。食事の前と排泄後は石

鹸と流水で手を洗い、うが

いもこまめに行いましょう。

陰部や肛門周囲は不潔にな

りやすいのでシャワーや入

浴で清潔を保つことも大切

です。

人が多い場所にはなるべ
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５ 検査値で分かる副作用にはどんなものがあるか？



く行かず、マスクを使って感染から身を守り、衣類は十分乾燥させるこ

とも大切です。

⑯血小板の減少と出血

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

抗がん剤で血液の中の血小板が減少するこ

とがあります。血小板は、血を固めて出血を

止める働きがあるので、これが少なくなると

鼻血、血便、血尿などが起こりやすい状態に

なります。

その場合、一般的に抗がん剤投与の１週間

〜10日後に起こります。

【どんな薬で起こりやすいか】

ほとんど全ての抗がん剤で起こる可能性がある副作用です。

【どんな対処方法があるか】

血小板を増加させる薬はまだ無いので、血小板が極端に少なくなった

場合は、輸血による治療を行います。皮下出血も起こしやすいため転倒

や打撲に注意し、特に頭を打たないよう足元に気をつけましょう。怪我

をして出血した時は、ハンカチなどで傷を抑えて血を止めて近くの病院

へ行きましょう。

柔らかい歯ブラシを使用したり、ヒゲを剃る時はカミソリを使うので

はなく電気カミソリを使用することで皮膚や粘膜を傷つ

けないようにしましょう。

また、排便時に強くいきまないように便秘薬をうまく

使いましょう。
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★感染の徴候、高い熱が出た場合の対応について主
治医にどのように対応するのかや、どんな時に連絡
するかを予め確認しておきましょう。



⑰貧 血

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

抗がん剤で赤血球が減少し、息切れや疲

れやすさ、めまい、立ちくらみなどの症状

が現れることがあります。

その場合、一般的に抗がん剤投与後２週

間後より起こります。数週間以上経ってか

ら出現することもあります。

【どんな薬で起こりやすいか】

ほとんど全ての抗がん剤で起こる可能性がある副作用です。

【どんな対処方法があるか】

赤血球を増加させる薬はまだ無いので、貧血が強い場合は輸血を行い

ます。スリッパ、サンダルは怪我をしやすいので避けましょう。急に動

かず、ひとつひとつの動作をゆっくりと行い、安静と事故予防に努めて

ください。

末梢組織の新陳代謝が低下するため、保温を心がけましょう。四肢の

冷感やしびれ感には、靴下や湯たんぽなどを使用するのも効果的です。

鉄分やタンパク質の多い食事を摂りましょう。
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⑱腎臓の障害

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

抗がん剤で腎臓が障害され、血液のろ過機能が悪く

なり起こるといわれています。

その場合、一般的に抗がん剤の投与後３〜10日後よ

り起こります。

【どんな薬で起こりやすいか】

シスプラチン、カルボプラチン、アクプラ、エンドキサン、イホマイ

ド、メソトレキセート、マイトマイシンなどがあります。

【どんな対処方法があるか】

抗がん剤の種類によっては、治療の前に大量の点滴をして、腎臓の障

害を予防することがあります。また同じ様に利尿剤を使って尿量を保つ

ことがあります。体内の水分が不足すると一時的な腎臓の障害を起こす

ことがありますから適度な水分摂取を心がけましょう。このような治療

を受けると、トイレの回数が増えることが予想されます。特に夜間は途

中に障害物がないようにトイレに行きやすい環境を整えましょう。

腎臓の障害が重くなると、抗がん剤による治療を休んだり中止したり

することが必要になります。尿量の変化やむくみなどの症状が現れたら、

主治医にお知らせください。
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⑲肝臓の障害

【なぜ起こるか、いつごろ起きやすいか】

抗がん剤によって直接的に肝臓が障害されたり、薬

物アレルギーなど様々な原因で肝臓の障害が起こると

言われています。

その場合、一般的に抗がん剤投与後３〜10日後より

起こります。

【どんな薬で起こりやすいか】

エンドキサン、メソトレキセート、ジェムザール、ロイナーゼ、ダカ

ルバジン、ハーセプチン、イレッサ、グリベック、タルセバ、ベクティ

ビックスなどがあります。

【どんな対処方法があるか】

肝臓を保護する薬剤や炎症を抑えるステロイドなど肝臓の障害のタイ

プによって薬剤を使い分けます。症状が重くなると、抗がん剤治療の中

止が必要になります。

肝臓の障害によって黄疸、浮腫、体重増加、下血などの症状が現れた

ら、主治医にお知らせください。

アルコール摂取は中止し、バランスのとれた食事摂取を心がけましょ

う。
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Ｑ１ 過敏反応（インフュージョンリアクション）とは何ですか？

Ａ１

Ｑ２ 皮膚のケアはどうしたらいいですか？

Ａ２

Ｑ３ 爪のケアはどうしたらいいですか？

Ａ３
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６ 抗がん剤治療中の疑問と答え

多くは、抗がん剤の投与中から投与開始後24時間以内に症状が現れま

す。主な症状は、発熱、寒気、吐き気、頭痛、掻痒感、発疹などです。

症状が出現した場合は、点滴の速度をゆっくりすることで症状が和

らぎますが、まれに重大な低血圧、肺、心臓の障害に至ることもあ

るため、症状が現れたら直ぐにお知らせください。

抗がん剤治療中は、乾燥肌になりやすく皮膚は敏感な状態になりま

す。皮膚のトラブルを予防するためには、清潔を保つことと、乾燥

を防ぐため保湿剤を使用するのが効果的です。

保湿剤は、ご自分にあったものを使いましょう。病院で処方しても

らえる保湿剤もあります。

爪が黒く変色したり、爪の形が変形することがあります。爪は皮膚

の一部ですので、爪にも保湿剤を使用しましょう。ケガに注意しな

がら爪は適度に切り、爪がはがれかけたり、ひっかかったりすると

きは、手袋をして保護しましょう。爪の周りに痛みがあったり、赤

くなったりした場合は、主治医か皮膚科医に相談してください。



Ｑ４ 点滴中の注意点はありますか？

Ａ４

Ｑ５ 点滴中に痛みを感じることがありますか？

Ａ５
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抗がん剤の種類にもよりますが、薬が血管の外の皮下に漏れて、腫

れや痛みを伴う場合があります。点滴中は、点滴が入っている手は

なるべく動かさないことが大切です。安静を保ちやすい楽な姿勢で

点滴を受けましょう。

また、発熱、寒気、吐き気、頭痛、痒み、発疹などは過敏反応（Ｑ

１参照）を疑わせる症状ですので、気が付いたら直ぐにお知らせく

ださい。

血管に痛みや血管に炎症を起こしやすいお薬があります。

血管に痛みを感じやすいお薬は、ダカルバジン、ジェムザールなど

があります。ダカルバジンは、点滴チューブをアルミ箔で覆い、ジェ

ムザールは、点滴する側の手を温めて血管を広げたり、濃度を薄め

ることで痛みが軽くなることがあります。

また、血管に炎症を起こしやすいお薬は、ナベルビン、ファルモル

ビシンなどがあります。太く、真っすぐな血管から点滴を行い、点

滴をする前に点滴する側の手を温めて血管を広げることが予防にな

ると言われています。



Ｑ６ 採血はなぜするのですか？

Ａ６
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血液検査の見方
検査項目 下限値 上限値 単位名称

栄養状態

肝臓の機能

赤血球数

白血球の
内訳

腎臓の機能

血糖、脂肪

炎症（CRP）

白血球数

血小板数

ミネラル

（基準値は男性と女性で異なる項目があります）
☆マークは IS015189認定外項目です

NEUT：好中球
LYMP：リンパ球
MONO：単球
EOS：好酸球
BASO：好塩基球

総蛋白
アルブミン
尿素窒素
クレアチニン
尿酸

カルシウム

カリウム
クロール

白血球数
赤血球数
ヘモグロビン量
ヘマトクリット値
☆ＭＣＶ
☆ＭＣＨ

総ビリルビン
ＡＳＴ
ＡＬＴ

ＮＥＵＴ
ＬＹＭＰ
ＭＯＮＯ
ＥＯＳ
ＢＡＳＯ

血小板数

ＡＬＰ
γーＧＴＰ

総コレステロール
中性脂肪

グルコース

ナトリウム
C反応性蛋白

6.7
4.0
8

0.60
3.6

8.7

3.6
99

3.50
4.50
14.0
36.0
85.0
29.0

0.3
13
6

40.0
18.0
2.0
1.0
0.0

140

115
10

128
30

69

138

8.3
5.0
22
1.10
7.0

10.3

4.9
103

9.00
5.50
18.0
52.0
96.0
36.0

1.2
33
30

70.0
53.0
12.0
4.0
1.0

440

359
47

219
149

＞＝0.10

109

146

g/ｄL
g/ｄL
mg/ｄL
mg/ｄL
mg/ｄL

mg/ｄL

mmol/L
mmol/L

10~3/μL
10~6/μL
g/ｄL
％
ｆL
pg

mg/ｄL
U/L
U/L

10~3/μL

U/L
U/L

mg/ｄL
mg/ｄL
mg/ｄL

mg/ｄL

mmol/L

採血は、身体の状態を正確に知るために欠かせない検査です。また、

白血球や好中球などの値、腎臓や肝臓の機能など副作用の確認のた

めに検査をします。

下記の表は、採血結果の見方を表しています。



Ｑ７ 白血球が下がった時期にこれを上げるた

めの効果的な食べ物はありますか？

Ａ７

Ｑ８ 白血球を上げる注射で腰が痛くなることがありますか？

Ａ８

Ｑ９ 歯ブラシはどんなものを使用したらいい

ですか？

Ａ９

Ｑ10 脱毛がある時にリンスは必要ですか？

Ａ10
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残念ながら特別な食べ物はありません。

抗がん剤治療後、多くの場合、白血球が減少することがあります。

白血球の値を見ながらＧ−ＣSF製剤（ノイトロジン、グランなど）

という白血球を増やすための注射をすることがあります。その副作

用として全身のだるさや腰痛、関節痛が現われることがありますが、

多くの場合、時間が経つと軽くなりますが、我慢できない痛みのと

きは痛み止めを使います。

口の中の粘膜を傷つけないように、ちょうど良い大きさの柔らかい

歯ブラシで、優しく丁寧に磨きましょう。

リンスは毛髪に栄養を与えるもので、基本的に髪の毛のために使用

します。脱毛がある時は、お湯や低刺激のシャンプーだけでも構い

ません。頭皮も敏感になっていますのでこすらず、汚れやシャン

プーを優しく洗い流すようにしましょう。



Ｑ11 抗がん剤治療中に痛みを感じたらどうし

たらいいですか？

Ａ11

Ｑ12 落ち込んだり、不安で夜眠れない日が続

く場合はどうしたらいいですか？

Ａ12

−27−

がんの治療中には様々な理由で痛みを感じることがあります。この

痛みを我慢したままでいると、眠れなくなったり、食欲が無くなっ

たり、不安になって前向きに治療ができなくなったりします。

治療の初期段階から、積極的にがんの治療と並行して痛みの治療を

行うことで、痛みが和らぎ、夜眠れるようになり、食事が摂れ、あ

きらめていた趣味や旅行ができるようになり、治療を始める前と同

じような生活の質を保つことが可能になります。

痛みの治療は、“がん”と戦いながら生活していくうえで、とても大

切な治療です。

体に痛みを感じたら、１人で悩まず、主治医や看護師にご相談くだ

さい。

病気や治療のこと以外にも、仕事や家族、経済的なことなどが心配

になり、がんの治療中に不安になるのは当然のことです。また、が

んそのものの影響だけではなく、治療で使っているお薬の副作用で

起こることもあります。

当院では緩和ケアチームを含め心の悩みに関する専門家もいますか

ら、１人で悩まず、主治医や看護師に遠慮なくご相談ください。



Ｑ13 かつらや帽子はどこで購入したらいいで

すか？

Ａ13

Ｑ14 リンパ浮腫の治療はできますか？

Ａ14
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外来棟１階の「がん相談支援室」にかつらや帽子の買い方や使い方

について書いてあるパンフレットがあります。「がん相談支援室」は、

看護師やソーシャルワーカーが、がんの治療を受けておられる患者

さんとご家族の方の不安や悩み、質問などのご相談に無料で応じる

ところです。その他にも役に立つ情報を集めた様々なパンフレット

がそろっています。お気軽にお立ち寄りください。

看護師が予約制でリンパ浮腫外来を行っています。

リンパ浮腫は、リンパの流れが滞ったことによる足や腕などの浮腫

（むくみ）です。リンパ浮腫治療の研修を受けた看護師が、患者さん

の状態に応じて、リンパマッサージ等のケアやセルフケア（自分で

実施する方法）の指導を行います。リハビリで行うこともできます。

リンパ浮腫で悩んでいる方は主治医にご相談ください。
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