
令和４年４月２０日  
 

令和３年度「熊本大学病院医療助成金」使用実績報告書 

 
                                                 （一般財団法人恵和会寄附金） 

 使用者 

（代表者） 

氏    名 所    属 職    名 

坂口 まみ   印 緩和ケアセンター 副看護師長 

グル－プ全員

＊記入欄が不

足する場合は、

別紙に記入 

森奈 緒美 外来化学療法センター 副看護師長 

石坂 暁子 がん相談支援センター 副看護師長 

境 佳子 がん相談支援センター 看護師 

安達 美樹 緩和ケアセンター 看護師長 

岡本 泰子 ケアサポート室 看護師長 

※以降別紙へ記載 

研究テ－マ若

しくは活動テ

－マ 

 

がん患者の外見支援に関する活動～アピアランスケア教室開催～ 

助成金額 330,000 円  助成金使用総額 327,998 円 

使用内訳     

消耗品 76,778 円 （内訳）文具品、ﾃﾞｨｽﾎﾟﾄﾚｲ、舌圧子、ﾈｲﾙﾎﾟﾘｯｼｭ、ﾈｲﾙｹｱ用品、  
眉化粧品、自着性伸縮包帯、ﾃﾞｨｽﾎﾟｷｬｯﾌﾟ、ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼｰ 
ﾄ、ｽｷﾝｹｱ用品（ｸﾘｰﾑ等）  

その他 251,220円 （内訳）ｳｨｯｸﾞ、ｳｨｯｸﾞ関連用品、ｽｷﾝﾁｪｯｶｰ、非接触式体温計、  
              三面鏡、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄ、眉ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ、数字ﾌﾟﾚｰﾄ、送料  
成  果(※具体的な効果および自己評価も含め1,000字程度 ) 
 我々の今回の活動の目的は、患者支援に携わる多職種によって、患者の社会背景や

心理面、治療内容に配慮した外見変化に関する情報提供を行い、治療による外見変化

に対する不安の緩和や、自己対処の獲得に繋げることであった。 

 令和３年６月より、本活動を行うメンバー間で内容構成の検討を開始した。主に患

者から直接相談を受けることの多い看護師と薬剤師を中心に、様々な文献や最新ガイ

ドラインに基づいた情報の中から、より患者の生活や副作用への実践的な対応につな

がるよう「皮膚症状編」と「脱毛編」の２テーマで内容をまとめた。そして、単なる

外見変化の情報提供や症状部分への対処の指導ではなく①安心して治療に前向きに

なれるような内容②患者の対処行動に強い推奨内容がある場合や、逆に制限を必要と

する場合は「がん治療におけるアピアランスケアガイドライン2021年版」に基づいた

エビデンスを提示③患者自身が「これならできる」と感じられる平易かつ金銭的に入

手しやすい方法や選択肢の提示④外見に関する思い込みから解放されるような心理

教育を挟む⑤参加者が楽しめるよう「参加型」で実践を交えたユーモアのある内容、

で構成した。また、これらの内容の伝え方や配布する資料の細かな文言は、さらに多

職種メンバー間で検討を重ねた（資料１参照）。 

 患者教室の開催にあたっては、新型コロナウィルス感染症対策にも配慮した。関係

各所にも相談しながら、まずは入院患者を対象に、参加部署と人数（上限５名）を限

定の上、参加を募ることとした。当初患者教室の開催を令和４年１月に予定したもの

の、国によるまん延防止等重点措置の適用や院内での感染状況を鑑み、開催時期を延



 

期することとなった。目標とした年度内開催は実現できなかったが、令和４年４月８

日に開催できる運びとなった。初回参加者は「皮膚症状編」に３名、「脱毛編」に４

名であり、終始和やかな雰囲気のもと感染対策を徹底して開催された（資料２参照）

。終了後のアンケートでは、８割以上の参加者が対処方法を理解出来、外見変化に対

する心配や不安が緩和したと回答した（資料３参照）。 

 第３期がん対策推進基本計画にも、がんとの共生において「がん治療に伴う外見変

化への対応」の必要性が明記されている。今回の活動は、新型コロナウィルス感染症

流行状況等をふまえ、感染対策を徹底しながら今後も継続する。そして入院患者だけ

でなく、外来患者を対象に実施することも積極的に検討していきたいと考えている。 

 
     
 
 グループ全員の氏名・所属・職名  
氏名  所属  職名  
高野 いづみ  緩和ケアセンター  副看護師長  
一美 奈緖子  医療の質・安全管理部  公認心理師  
松岡 雅雄  がんセンター  がんセンター長  
福島 聡  熊本大学大学院生命科学研究部  

皮膚病態治療再建学講座  
教授  
 

吉武 淳  緩和ケアセンター  教授  
森枝 悟  緩和ケアセンター  特任助教  
松下 留美  緩和ケアセンター  事務員  
日迫 優子  がん相談支援センター  事務員  
長瀬 博美  栄養管理室  管理栄養士  

・以下、申請後に参加  
西郷 智香  薬剤部  薬剤師  
村田 夕起子  薬剤部  薬剤師  

 



アピアランスケア教室
これからがん治療をはじめる⽅へ

「がん治療とお肌や⽖のケア」編

1

資料1-①

2

手手 足足 顔顔

がんの治療を始められた⽅に、
これから始められる⽅に

の変化やケアについて

知っておくと役に⽴つ（といいなという）
情報をまとめました

治療によっては、「特別なケア」が必要な
皮膚（お肌や⽖）の副作用が出てくることがあります。
その場合は、必要なケアをお知らせいたしますので、
あわてず、あせらずに、ご相談ください。

目次

Ⅰ．お肌に関すること
１．がん治療にともなうお肌の変化
２．日常のスキンケア
基本は
「保清」 洗う・清潔にたもつ
「保湿」 皮膚を潤す（うるおす）
「保護」 刺激をさける 刺激からまもる

Ⅱ．爪に関すること
１．がん治療にともなう爪の変化
２．爪のケア

3

抗がん剤の治療をすると
どのような変化が起こるのでしょう

� 皮膚や⽖の色が変わる

�（色素沈着︓しきそちんちゃく）

� 手や足の一部が赤くなったり、はれたりする

ヒリヒリする（手足症候群︓てあししょうこうぐん）

� にきびのようなブツブツができる

皮しん・ざ瘡（ざそう）様皮しん

� 皮膚の表⾯の一部が薄くはがれ落ちる（落せつ）

4

がん細胞だけでなく
増殖の早い正常な細胞も
影響をうけてしまう
→ 副作用（皮膚の変化）

がん細胞をねらいうちにすることを
目的に開発された薬剤
標的（まと）になるものが、
がん細胞以外にも存在する場合、
→ 副作用
（皮膚症状が出現する場合がある）

イラスト︓まるごとわかる︕がんより引用

（一部抜粋）



ーがん治療と脱⽑のケア編ー

アピアランスケア教室

これからがん治療を始める⽅へ

資料１-②

はじめに

これから始まる治療の影響で、脱⽑が起こるかもしれない…
きっと、不安に感じておられることと思います。

その不安が、少しでも軽くなるように、この教室を企画しました。

がん治療による脱⽑についての正しい知識を知っていただき
ご⾃分なりの対処法が⾒つかるよう、
私たちが精いっぱい、お手伝いしていきます。

目次

治療で脱⽑が起こると⾔われたら・・・1
がん治療に伴う脱⽑･･･2
1．抗がん剤で脱⽑が起こる理由･･･2
2．放射線治療で脱⽑が起こる理由･･･4

治療の経過と脱⽑時期・・・5
脱⽑が生じるときの対処⽅法･･･6
治療で脱⽑が起こると⾔われたら（準備）･･･6
脱⽑中の工夫・・・7
脱⽑時のお手入れ・・・9
脱⽑に対するカバー⽅法（頭髪編）･･･10
髪以外の脱⽑に対するカバー⽅法

（眉⽑・まつげ編）･･･14
脱⽑に関するQ＆A･･･17
参考︓ウィッグを購入できる場所・・・20

治療で脱⽑が起こると⾔われたら…

あわてないで

あせらないで

ネット情報にまどわされないで

他人と比べないで

どうなるの…︖

何したらいい…︖

みんなにバレる︖

いやだなあ…

不安…

こわいな…

外⾒が変わってしまうことへの不安や
動揺は当然です。

どうしたらいいか、⽅法を一緒に
みつけていきましょう

1

（一部抜粋）



資料2-①

アピアランス教室（皮膚症状編）の様子①
講義のなかでは動画も多用し、パンフレットと併せて理解に繋がりやすくなるよう工夫した。また、スライドだけでなく、手
作りの模型を使った具体的かつわかりやすい説明を行い、終始楽しめる内容とした。

アピアランス教室（皮膚症状編）の様子②
実際の保湿剤の塗り方、クリームの量の目安などを、実際に患者さんにケアを実施して伝えた。



資料2-②

アピアランスケア教室（脱毛編）開催の様子①
「脱毛編」では、前半に講義を行った。後半で様々なカバー方法について、実際に商品を手に取ってもらった。ウィッグは、安価
なものから高価なもの、人毛や人工毛など異なる素材のものなど複数を準備し、多くの選択肢があることを提示した。

アピアランスケア教室（脱毛編）開催の様子②
上記写真（左）中央に写っているスタッフは、実際にウィッグを装着して教室の運営を行った。患者さんは医療者がウィッグを装着
しているとは思わず、気付いた方はほとんどいなかった。「ウィッグ＝病人のもの」といった思い込みをなくし、ウィッグそのもの
は自分らしく過ごすための手段の一つであることを伝えた。



資料３-①

・今回の患者教室で一番印象に残ったことを教えてください
・しっかりとローション・クリームをつける ・洗顔について

・患者教室に対する率直な感想を教えてください
・知らない所が知ることが出来て、良かったです

・今回の患者教室で改善したほうがよい点があれば教えてください
・別にありません ・始めて参加して、役に立ちましたので続けてほしいです

令和4年度アピアランスケア教室 第1回アンケート集計結果（皮膚症状編）
実施日：2022年4月8日（金）

回答数：3

・始めての参加だったのですが、参加出来て良かったと思
   います

男性
33%

女性
67%

性別

60歳代
33%

70歳代
67%

年代

0 1 2 3

①勧められて

②副作用のことで不安があった

③今現在脱毛や皮膚の症状が気になってい
るため

④その他

参加しようと思ったきっかけ（複数回答可）

③ちょうど良い
100%

患者教室開催時間
①⻑い
②短い
③ちょうど良い

①良く理解できた
67%

②まあ理解できた

治療によって皮膚や爪が変化する理由と時期について
ご理解頂けましたか？

①良く理解できた
②まあ理解できた
③あまり理解できなかった
④理解できなかった

②まあ理解できた
67%

⑤その他
33%

皮膚や爪に変化が生じるときの対処方法について
ご理解頂けましたか？

①良く理解できた
②まあ理解できた
③あまり理解できなかった
④理解できなかった
⑤その他

①心配がなくなった
33%

②少し心配は減った
67%

皮膚や爪の変化に対する心配や不安は
患者教室前と比べていかがですか？

①心配がなくなった
②少し心配は減った
③変わらない
④少し心配になった
⑤とても心配になった

①そう思う
67%

②ややそう思う
33%

皮膚や爪の変化に対する対処方法は、
今後の生活で「やってみよう」と思うものでしたか？

①そう思う
②ややそう思う
③あまりそう思わない
④思わない

①そう思う
67%

②ややそう思う
33%

患者教室は、今後皮膚や爪の副作用が出たときに
役に立つと思いますか？

①そう思う
②ややそう思う
③あまりそう思わない
④思わない

①そう思う
67%

③あまりそう思わない
33%

患者教室の内容に期待していたことと、
実際の内容は合致していましたか？

①そう思う
②ややそう思う
③あまりそう思わない
④思わない

※その他：回答なし（1名）



資料３-②

・今回の患者教室で一番印象に残ったことを教えてください
・ウィッグについて色々教えてもらった ・ウィッグをしているスタッフがいる事が分からなかった
・脱毛に対する心がまえ ・ウィッグがいろんな種類があることにびっくり

・患者教室に対する率直な感想を教えてください
・参加して良かった ・クイズ等あり、良かった

・今回の患者教室で改善したほうがよい点があれば教えてください
・特になし（他同意見2名あり）
・私一人で聞く事でとても申し訳なく思いました。参加人数が増えると良いですね。（患者さんが多くなるのはちょっと違うですよね）

令和4年度アピアランスケア教室 第1回アンケート集計結果（脱毛編）
実施日：2022年4月8日（金）

回答数：4

男性
0%

女性
100%

性別

50歳代
75%

60歳代
25%

年代

0 1 2 3 4

①勧められて

②副作用のことで不安があった

③今現在脱毛や皮膚の症状が気になってい
るため

④その他

参加しようと思ったきっかけ（複数回答可）

③ちょうど良い
100%

患者教室開催時間について
①⻑い
②短い
③ちょうど良い

①良く理解できた
75%

②まあ理解できた
25%

治療によって脱毛が生じる理由と時期について
ご理解頂けましたか？

①良く理解できた
②まあ理解できた
③あまり理解できなかった
④理解できなかった

①良く理解でき
た
75%

②まあ理解できた
25%

脱毛が生じるときの対処方法について
ご理解頂けましたか？

①良く理解できた

②まあ理解できた

③あまり理解できなかった

④理解できなかった

①心配がなくなった
50%

②少し心配は減った
25%

③変わらない
25%

脱毛に対する心配や不安は患者教室前と比べて
いかがですか？

①心配がなくなった
②少し心配は減った
③変わらない
④少し心配になった
⑤とても心配になった

①そう思う
75%

②ややそう思う
25%

脱毛に対する対処方法は、今後の生活で
「やってみよう」と思うものでしたか？

①そう思う
②ややそう思う
③あまりそう思わない
④思わない

①そう思う
100%

患者教室は、今後脱毛の副作用が出たときに
役に立つと思いますか？

①そう思う
②ややそう思う
③あまりそう思わない
④思わない

①そう思う
75%

②ややそう思う
25%

患者教室の内容に期待していたことと、
実際の内容は合致していましたか？

①そう思う
②ややそう思う
③あまりそう思わない
④思わない


