
原因の治療をします 
なぜ痛みの治療をするのでしょうか 

症状の生活への影響 

こんな原因があります 

がんの痛みは， 

以上の治療によりほとんどの痛みをやわらげることができます 

こんな治療をします 

　がんに対する治療をします（手術，化学療法，放射線療法） 
　がん以外の原因に対処します 
　 

■定期的に使用するくすり 

こんなおくすりを使います 

　バファリンのような一般的な鎮痛薬を使用します 
　・痛みのある場所に作用して痛みを減らします 
　・胃潰瘍，腎障害を生じることがあります 
　・投与量の上限が決まっています 

１日を通して，痛みがとれないとき 
　　医療用麻薬を増量します 
　　他の医療用麻薬に変更します 
　　痛み止めの効果を強める薬を使用します 

　医療用麻薬 
　・痛みを伝える神経に作用して痛みを減らし 
　　ます 
　・麻薬中毒になったり，寿命を縮めたりする 
　　ことはありません 
　・投与量に上限がなく，痛みがとれる量まで 
　　使用できます 
　神経ブロック 
　・神経に注射をして痛みを減らします 

症状に対してはこのように対処します 

●毎日の暮らしを悪くします 

食事ができない 

入浴できない 

眠れない 

●こころや気持ちのつらさがでてきます 

楽しいと思うことが減った 

いらいらとして集中できなくなった 

「がんの痛み」を治療することは，
あなたが生活していくうえでとても
重要な治療の一つです 

□内臓の痛み 
　　お腹などのズーンとした鈍い痛み 
□骨や皮膚の痛み 
　　はっきりした鋭い痛み 
□神経を巻き込んだ痛み 
　「びりびり電気が走る」「しびれる」 
　「じんじんする」痛み 

●がんそのものの痛み 

こんな診察・検査をします 

□診察 
　以下のことがあれば，教えてください 
　・痛みのある場所が赤くなっていたり，発疹がある 
　・以前からヘルニアなど痛みがあった 
□CT・MRI・レントゲン・シンチグラフィ 
□ 

□手術後のきずの痛み 
□抗がん剤による手足のしびれ 

●がんの治療による痛み 

□以前からの腰の痛み，膝の痛み，肩の痛み 
（骨や軟骨，筋肉，腱の痛み，整形外科の病気です） 
□ヘルペスや感染症 
□ 

●がん以外の痛み 

治療の目標は 

□痛みがなく，夜眠れる 

□静かにしていれば痛くない 

□歩いたり，からだを動かしたりしても痛くない 

□ 

痛みの場所，痛み方を 
教えてください 
痛みの原因を確認する 
ことはとても大切です 

1～3日後に見直します 治療は， 
日 月 

神経ブロック 

■症状が強いときに使用するくすり 

時間間隔で 回まで １日 

時間間隔で 回まで １日 

1日に何回か痛みが残るとき 
　　痛みにあわせて頓用薬（レスキュー）を使います 

説明を受けた方 

説明をした人 日 月 

1
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痛みをやわらげるために 
どのような工夫をされて

いますか？ 

こんなケア，工夫をします 

・からだとこころを休めることが大切です 
（「ぐっすり眠れないとき」のパンフレットも 
　ご覧ください） 

・筋肉をほぐすストレッチ体操など 
・深呼吸，腹式呼吸 

●リラックスする 

●ぐっすりと眠る 

こんなときは連絡してください 

□痛みがとれない 
□ 

・音楽を聴く 
 
 
・テレビを観る 
 
・おしゃべりする 
・家事をする 
 
 
・趣味を楽しむ 

…自分の気に入った音楽や，気持 
　ちを落ち着かせる音楽を聞いた 
　り，声を出して歌ったりする 
…興味ある番組、楽しい番組を観 
　る 
…家族や時には友人と話す 
…痛みが強くならないように，い 
　すを用意して料理をするなど工 
　夫をする 
…痛みが出にくい楽な姿勢を選ぶ 

●うまく気晴らしする 

・散歩 
 
・体操 

歩くことに不安があれば，ご家族と一緒に 
出かけて，杖や補助具を使ってください 
テレビやラジオの体操，室内やいすに座っ 
たままでもできる体操もあります 

●軽い運動をとりいれる 

・痛みが強いとき，からだの疲れを感じるときには， 
　安静にし，休息をすることが大切です 
・適切な休息は，からだにとてもよい効果をもたら 
　します 

●安静にする 

●装具，補助具（杖，コルセットなど） 

・痛みのため，からだの不自由があるときには， 
　痛みを避けたからだの動きや毎日の 
　生活を補うための訓練をします 
　（リハビリテーションの専門家 
　に相談してください） 

②口頭で伝えてください 
・痛みの治療に満足しているか，痛みで日常生活 
　に支障があり，対応したほうがよいか？ 
・痛みは１日中あるか，たいていはよいけれど 
　時々ぐっと痛くなるか？ 

・眠気は…□なし　　□あり　　　□あり 

・吐き気は…□なし　□あり 
・便秘は…□なし　□あり 
・頓用薬（レスキュー）を１日何回使うか？ 

・効果は…□なし　□　　　　□ 

・使ったあとの眠気，吐き気は…□なし　□あり 
 
③痛みの経過シートに記入して伝えてください 

●姿勢や移動の工夫 

・あなたを支える人たちは，周りにたくさんい 
　ます。また医師や看護師もあなたを支え続け 
　ていきます 

痛みのためにからだの動きが十分ではないとき 
に使います 
・杖 
・歩行器 
・手押し車 

●ひとりでかかえこまない 

●温める 

●マッサージ 

・からだに痛みがあるときは，痛みの場所をか
ばうために周りの筋肉がこわばります。マッ
サージが心地よい効果をもたらします。ご家
族に痛みのある場所をさすってもらうだけで
も，痛みが軽くなることもあります 

・痛みの強い場所のマッサージはかえって，痛
みを悪化させることもありますので，医師に
相談してください 

温める方法として，温タオル，カイロ，電気毛
布，湯たんぽなどがあります 
・お腹を温める前に医師や看護師に相談してく
ださい 

・温めたタオルを直接お腹や皮膚に当てると低
温やけどを起こすことがあります。服の上に
置いたり，タオルをまいてください 

・車いす 
・コルセット 
・手や足の装具 

①質問票に記入して伝えてください 

医師や看護師にはこうお伝えください 

（不快ではない） 

少し 
よくなる 

だいたい， 
完全によくなる 
 

（不快） 

　診察のときには，「生活のしやすさに関する質問票」 

　「わたしのカルテ」を持ってきてください 
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がんの患者さんの多くは，モルヒネのような「医療用麻薬」の使用を恐れています 

こんな心配はありませんか？ 

治療の目標は 

□痛みがなく，夜眠れる 

□静かにしていれば痛くない 

□歩いたりからだを動かしたりしても痛くない 

□ 

麻薬中毒者のように気が
狂ってしまう 麻薬を使うのは， 

「末期」のがん患者だけだ 

麻薬を使うと 
寿命が縮む 

麻薬を使うと 
もうおしまいだ 

麻薬を使うといつか
効かなくなる 

「これらはすべて，根拠のない迷信です」 

A「いいえ，違います」 
医療用麻薬の中毒は500人に1人以下でしか生
じないことがわかっています。医療用麻薬の中
毒は「痛みのない方が，医師の指導なく」乱用
したときに生じます 

Q

麻薬を使うと寿命がちぢむのですか? A「いいえ，違います」 
痛みに対して，医療用麻薬を使った多くの患者
さんの調査では，麻薬の使用量が大量であった
人と，そうではなかった人との間に寿命の長さ
に変わりがなかったことがわかっています 

Q

医療用麻薬とは何ですか？ 

●いろいろな種類の医療用麻薬が使えます 
●医療用麻薬は全世界で使われています。 
日本では，他の国に比べて使用量が少なく
なっています 

Q

麻薬を使うと中毒になりますか?

モルヒネ 
錠剤，カプセル，粉ぐすり， 
坐薬，注射 

オキシコドン 錠剤，粉ぐすり，注射 

フェンタニル 注射，貼りぐすり 30,000

世界の医療用麻薬使用量 

アメリカ カナダ ドイツ オーストラリア フランス イギリス 日本 

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

100万人あたりの医療用麻薬 
の使用量を示す 

0

●生活上の注意 
　・子どもさんの手の届かない所へ保管しま 
　　しょう 
　・決められた時間に服用できないときは 
　　医師に相談してください 
　・自分の判断で服用を中断しないでくださ 
　　い。有害な反応が現れることがあります 

1～3日後に見直します 治療は， 
日 月 

A 医療用麻薬とは，こういうものです 

●痛みを伝える神経に作用して痛みをやわらげます 
・バファリンのような一般的な鎮痛薬とは作用
する場所がちがうので，一緒に使用するほう
が効果的です 

・胃潰瘍など胃腸の粘膜を傷つけることはあり
ません 

・中毒になったり，寿命が短くなったりするこ
とはありません 

・早くから使っても効かなくなることはありま
せん 

・主な副作用は，便秘・吐き気・眠気ですが，
きめ細かく対応すれば対処できます 

説明を受けた方 

説明をした人 日 月 
医療用麻薬（モルヒネなど）をはじめて使用するとき 
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　頓用薬（レスキュー）を回数分使用しても痛みがとれない 
　嘔吐がひどく，水分をとることができない 
　眠気が強く，会話の途中や食事中にも眠ってしまう 
　混乱した会話や行動をする，幻覚がある 
　 

医師と相談しながら，きちんときめ細かく対応すれば大丈夫です 

生じた場合の対応 

医療用麻薬には，他のくすりと同じように副作用がありますが， 

・ほとんどの方で服用中は 

　ずっとみられます 

□下剤を内服して調節します 

■便秘　80%
・服薬して1～2週間みられ 

　ることがありますが，その 

　後なくなることがほとんど 

　です 

□予防のために吐き気止めを 

　最初の２週間内服します 

■吐き気　30%
・服薬して2～3日にみられ 

　ることがありますが，そ 

　の後なくなることがほと 

　んどです 

■眠気　30%
・まれな副作用です 

□下剤を増やしたり，2種類 

　以上の下剤を組み合わせた 

　りします 

□軽度なら数日以内におさまるので様子をみてください 

□ひどければ連絡してください 

　□他の吐き気止めを追加します 

　□他の医薬用麻薬に変更します 

　□使用量を減らします 

　□他の吐き気・眠気の場合の原因がないか確認します 

□連絡してください。おくす 

　りがからだに合わないので， 

　中止します 

□別のおくすりに変更します 

■混乱・幻覚 5%以下 

医療用麻薬の治療は， 
・「痛み」をとることと「副作用」
を予防することの2つが大切です 

・「痛み」と「副作用」のバランス
をいつも確かめ合いましょう 

■定期的に使用する痛み止め（鎮痛薬） 

●鎮痛薬（NSAIDs） ① 

■痛みが強いときに使用する頓用薬（レスキュー） 

■副作用予防のくすり 

●下剤 ●吐き気止め 

時間間隔で 
朝・昼・夕・寝る前 

回まで 

●医療用麻薬 ② 

時間間隔で 回 1日 時 時 時 回まで 

②口頭で伝えてください。 
・痛みの治療に満足しているか，痛みで日常生活 
　に支障があり，対応した方がよいか？ 
・痛みは１日中あるか，たいていはいいけれど 
　時々ぐっと痛くなるか？ 

・眠気は…□なし　　□あり　　　□あり 

・吐き気は…□なし　□あり 
・便秘は…□なし　□あり 
・頓用薬（レスキュー）を１日何回使うか？ 

・効果は…□なし　□　　　　□ 

・使ったあとの眠気，吐き気は…□なし　□あり 
 
③痛みの経過シートに記入して伝えてください 

①質問票に記入して伝えてください。 

医師や看護師にはこうお伝えください 

（不快ではない） 

少し 
よくなる 

だいたい， 
完全によくなる 
 

（不快） 

こんなときは連絡してください 

こんなおくすりを使います 

　診察のときには，「生活のしやすさに関する質問票」 

　「わたしのカルテ」を持ってきてください 
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定期使用の鎮痛薬を使っていても，痛みが強いときがあります 

症状の生活への影響 

普段痛みはないけど，から
だを起こしたときに痛い 

食事をしようと起き上がった
ときに，いつも痛みがある 

昼間は痛みをほとんど感じなくなっ
たが，夜になると痛みがある 

痛みが全くない日もあれば，
痛みが強くて困る日もある 

●「医療用麻薬で治療を受けている方の70%は， 
時々強い痛みを感じています」 

●痛みの強さは，1日のうちで変化するためです 

70％ 

治療の目標は 

□痛みがなく，夜眠れる 

□静かにしていれば痛くない 

□歩いたり，からだを動かしても痛くない 

□1日に3回以下の強い痛みに頓用薬（レスキュー） 

　で対処できる 

□ 1～3日後に 
見直します 日 月 

痛み 

普段は痛みがなくても日に 
何回か痛みがあります 

1日の時間 

定期的な 
くすりの 
効果 

痛み 

痛み 痛み ＞ くすりの効果 

定期的なくすりが足りないと

いつも痛みを感じます 

定期的なくすりを増やします 

定期的な鎮痛薬が足りない状態 

定期的な鎮痛薬は足りていますが，何回か痛みが残ります 

定期的な鎮痛薬だけを増やすと，眠気が強くなることがあります 

定期的な鎮痛薬に頓用薬（レスキュー）を組み合わせて使います 

普段の痛み＝くすりの効果 

くすりが普段の痛みをとって

います。しかし，1日のうち何

回かは痛みがあります 

痛み 

くすりの 
効果 

痛み 

くすりの効果 

痛み 

痛み 
強い痛み ＜ くすりの効果 

強い痛みを抑えるために，定

期的なくすりを増やすと，眠

気が強く，かえって生活や暮

らし，活動がしにくくなるこ

とがあります 

くすりの 
効果 

痛み 

痛み 頓用薬（レスキュー）を使います 

時々起こる強い痛みを抑えるた

めに、頓用薬を使います 

治療は， 

説明を受けた方 

説明をした人 日 月 
定期使用の鎮痛薬を使っても痛みがあるとき 
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こんなときは連絡してください 

　頓用薬（レスキュー）を回数分使用しても痛みが 
　とれない 
　嘔吐がひどく，水分をとることができない 
　眠気が強く，会話の途中や食事中にも眠ってしまう 

　混乱した会話や行動をする，幻覚がある 
　 

■症状が強いときに使用する頓用薬（レスキュー） 

① を服用 

こんなおくすりを使います 

時間間隔で 回まで 

② を服用 

時間間隔で 回まで 

1日 

1日 

②口頭で伝えてください。 
・痛みの治療に満足しているか，痛みで日常生活 
　に支障があり，対応したほうがよいか？ 
・痛みは１日中あるか，たいていはよいけれど時 
　々ぐっと痛くなるか？ 

・眠気は…□なし　　□あり　　　□あり 

・吐き気は…□なし　□あり 
・便秘は…□なし　□あり 
・頓用薬（レスキュー）を１日何回使うか？ 

・効果は…□なし　□　　　　□ 

・使ったあとの眠気，吐き気は…□なし　□あり 
 
③痛みの経過シートに記入して伝えてください 

医師や看護師にはこうお伝えください 

（不快ではない） 

少し 
よくなる 

だいたい， 
完全によくなる 
 

（不快） 

　痛みに合わせて頓用薬（レスキュー）を使います 
　服用している鎮痛薬を眠気が少ない範囲で 
　増やします 
　眠気の少ない鎮痛薬を追加，変更します 

　放射線治療 
　神経ブロック 

こんな治療をします 

頓用薬（レスキュー）をうまく使う5か条 
・適切な量の頓用薬（レスキュー）を用いる 

・痛みが強くなってからではなく，少し痛いと感じたら

早めに使用する 

・からだを動かす前や入浴前にあらかじめ使用する 

・痛くなったらすぐ飲めるように，薬剤を手元において

おく 

・効果，眠気，吐き気のバランスがとれるように細かく

調節する 

こんなケア，工夫をします 

□からだを動かす30～60分前に頓用薬を使
用し，その後に動いてみる 

□からだの動かし方を工夫する 

□コルセットを使い，からだを支える力を助けます 
□リハビリテーションを活用して痛みの少ないか 
　らだの使い方をリハビリ医師，理学療法士と考 
　えます 
□ 

□ねる前，枕もとの手の届くところに頓用薬を，
すぐに服薬できるように用意しておく 

□ねる前に，痛みを予防するために，頓用薬
をあらかじめ服用しておく 

起き上がるときに 
強い痛みを感じる 

じっとしていれば 
痛みを感じない 

夜中，明け方になると痛み
で目が覚める 

夜中にトイレへ行くとき 
痛みのためつらいことがある 

強い痛みを避けるために 
どのような工夫をされて 

いますか？ 

●からだを動かすと痛みが強くなるときの工夫 

●夜中や明け方に痛みが強くなるときの工夫 

●他にはこんな工夫もあります 

①質問票に記入して伝えてください 

　診察のときには，「生活のしやすさに関する質問票」 

　「わたしのカルテ」を持ってきてください 
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□長い距離を歩けなくなった 

□息切れを感じるようになった 

□食事，入浴，排泄につらさを感じるようになった 

□気持ちに不安を感じるようになった 

□ 

□肺の腫瘍 

□肺炎 

□胸水（胸に水がたまる） 

□腹水（お腹に水がたまる） 

□貧血 

□気道狭窄（息の通り道が狭くなる） 

□以前からの肺の病気（例えば，肺気腫や喘息） 

□痛み 

□不安 

□ 

症状の生活への影響 

こんな原因があります 

こんな治療をします 

症状に対してはこのように対処します 
こんな診察・検査をします 

□診察 

　以下のことがあれば教えてください 

　・以前から肺の病気（肺気腫，喘息など）が 

　　ある 

　・痛みがある 

　・からだだけでなく精神的にもつらく，不安 

　　感におそわれる 

□血液検査 

□酸素飽和度（血液中の酸素の量）を機械で調 

　べます 

□胸部レントゲン 

　・肺，心臓，骨をみます 

□CT・超音波検査（必要なとき） 

□ 

治療の目標は 

□息苦しさがない 

□息苦しさによる日常生活への影響が 

　できるだけ少ない 

□ 

　肺炎に対して抗生物質で治療します 
　胸水，腹水，心嚢水に対して 
・利尿剤（たまった水を尿に出すくすり）を
使います 

・ドレナージ（管でたまった水を抜くこと）
をします 

　酸素の使用 
　あなたの息苦しさに合った酸素の量や生活
の中での使い方を提案します 

　点滴の調節 
　点滴が多いと息苦しさの原因になることが
ありますので，適切な量で行います 

　咳・痰への対応 

　炎症を抑えることで呼吸を楽にするため，
ステロイドを用います 

　苦しいときに頓服で抗不安薬または医療用
麻薬を用います 

　定期的に抗不安薬や医療用麻薬を用います 

　貧血に対して，輸血をします 
　痛みの対処をします 
　不安や精神的なつらさを専門の医師が診察し
ます 

原因への治療をします 

3～7日後に見直します 治療は， 
日 月 

■定期的に使用するくすり 

こんなおくすりを使います 

■症状が強いときに使用するくすり 

時間間隔で 回まで １日 

ステロイド 
・炎症を減らすことで呼吸困難をやわらげます 
・長期間使用することで，顔がまるくなる，胃潰瘍，血糖値
が上がる，感染を起こすことがあります 

・口の中にカンジダという真菌が増えることがあるので，毎日
歯みがきをしてください。舌に白いものがついてとれないと
きは，カンジダ症の可能性があるので医師に伝えてください 

・まれに不眠，いらいらを生じます。生じた場合，減量・中
止しますので医師に伝えてください 

医療用麻薬 
・浅い呼吸を深く落ち着いた呼吸
にしたり，咳をおさえることで
呼吸困難をやわらげます 

・麻薬中毒になったり，“おかし
く”なったりすることはありま
せん。詳しくは，「医療用麻薬
をはじめて使用するとき」のパ
ンフレットをご覧ください 

□ 

説明を受けた方 

説明をした人 日 月 
息切れ，息苦しさに困ったとき 
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■息切れ（息苦しさ）に関して一番つらいこと， 
　困っていることを教えてください 

■息苦しさの強さを10段階で教えてください 

呼吸法（リハビリテーション） 

・腹式呼吸の方法 

1）あおむけに寝て両手をお腹と胸にのせます 

2）息を十分に吐き出します 

3）口を閉じて，鼻から深く息を吸い込みます 

4）口をすぼめてゆっくりとお腹をへこませるようにします 

・口すぼめ呼吸 

1）鼻から深く息を吸い込みます 

2）口をすぼめて，長く息を吐き出します 

診察のときには，「生活のしやすさ 

に関する質問票」「わたしのカルテ」 

を持ってきてください 

Q 息苦しいときは，「このままで大丈夫

か」ととても不安で，怖い思いがします 

A「息苦しさ」はとても恐怖を感じさせる症状で

す。短時間でも強い症状があるときには，そのよ

うに感じることが多いです。息苦しさに対応する

方法を比較的落ち着いたときに多く見つけておき

ましょう。薬を飲む，呼吸法，冷たい風を顔に当

てるなどの方法を身につけておきましょう 

Q 酸素を使っていますが，いつも装着し

ていないといけませんか?

A 人によっては必要なときだけ酸素を使うこと

もあります。酸素マスクやチューブが不快なと

きや生活の中でじゃまなとき，安静にしている

ときには医師と相談して外しても構いません 

こんなケア，工夫をします 

●姿勢の工夫 

●息苦しさが一番楽になるようなからだの姿勢や

ベッドの調節を考えます 

●苦しいときに使用するくすり 

●苦しくなったときにすぐに飲めるように手元に

置いておきましょう 

●環境の整備 

●日常よく使うものはベッドの周りに置いておき

ましょう 

●部屋の温度を低くします 

　・換気，窓を開ける 

　・扇風機やうちわで流れる空気を感じられるよ

うにする 

●息苦しくても移動ができるようなベッドの配置，

トイレ，部屋の間取りの工夫をします 

 ・トイレの場所　 

 ・寝具（ベッドまたは布団） 

 ・移動方法（歩行または車いす）　 

 ・食事の姿勢 

●ご家族に手伝っていただけること 

●息苦しいときにそばにいること 

●眠る前にそばにいること 

●背中をさする，手を握る 

●息苦しくなったときに，どんなくすりを使っ

たらよいのかを，確認しておきましょう 

ご本人の不安を解消するお手伝いです 

①質問票に記入して伝えてください。 

②口頭で上記のことを伝えてください 

医師や看護師にはこうお伝えください 

■この他に以下のことを教えてください 
　・たん…□なし　□少しあり　□多い 
　・せき…□なし　□少しあり　□多い 
　・眠気…□なし　□あり　　　□あり 

（不快ではない） （不快） 

息苦しさをやわらげるた
めにご自分で工夫をされ
ていることがありますか？ 

こんな心配はありませんか？ 

　くすりを使っても症状が変わらない 
　くすりを服用してから，眠気が強い 

こんなときは連絡してください 
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□食事がとれない 

□口の中が荒れる 

□からだの疲れを感じる 

□眠れない 

□楽しみがない 

□食べられないことに不安を感じる 

□精神的につらい 

□ 

□おくすり 

□高カルシウム血症（血液中のカルシウム値が高 

　い） 

□便秘 

□腎臓の異常 

□胃や腸のどこかが細くなっている（腸閉塞） 

□頭部に腫瘍などがある 

□胃潰瘍など胃や十二指腸に異常がある 

□がんの治療による（抗がん剤，放射線治療） 

□ 

症状の生活への影響 

こんな原因があります 

こんな治療をします 

症状に対してはこのように対処します 
こんな診察・検査をします 

□診察 

　以下のことがあれば教えてください 

　・何かのくすりを飲みはじめてから吐き気・ 

　　嘔吐が強くなった 

　・動いたあとにひどくなる 

　・食べたあとにひどくなる 

□血液検査 

□レントゲン 

□頭部CT・MRI（必要なとき） 

□腹部CT・超音波検査（必要なとき） 

□内視鏡検査（必要なとき） 

□ 

治療の目標は 

□吐き気・嘔吐がない 

□嘔吐が数回あるが，ずっと続く吐き気がない 

□ 

　吐き気・嘔吐の原因になっているおくすりを中止します 
　カルシウム値を下げる点滴をします 
　便秘の対処をします 
　腸閉塞の対処として，消化液などの分泌物を減らすくすり，胃管，ステロイドを使用します 
　脳圧を下げるステロイドを使用します 
　胃潰瘍の治療をします 
　 

　点滴 
　食事量とむくみの具合をみて，点滴量を調節します 
　吐き気・嘔吐を止めるくすりを使います 
　多くの種類があり，原因によって1つを選択します 

　複数の吐き気止めを組み合わせるか，１つで多くの原因に作用する吐き気止めに変更します 
・吐き気止めには，①胃腸の動きをよくして吐き気をおさえるもの，②酔い止めのように吐き気を
起こす神経に作用するものなどがあります。原因に合わせたくすりをいくつか組み合わせて使い
ます。 

原因の治療をします 

１種類の吐き気止めで効果がないときは 

3～7日後に見直します 治療は， 
日 月 

■定期的に使用するくすり 

こんなおくすりを使います 

■吐き気のためにくすりが飲めないときは 

■症状が強いときに使用するくすり 

時間間隔で 回まで １日 

説明を受けた方 

説明をした人 日 月 
吐き気・嘔吐があるとき 
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■吐き気・嘔吐に関して一番つらいこと，困っている 

　ことを教えてください 

■吐き気の強さを10段階で教えてください 

こんなケア、工夫をします 

①質問票に記入して伝えてください。 

②口頭で上記のことを伝えてください 

医師や看護師にはこうお伝えください 

■この他に以下のことを教えてください 
　●吐き気がひどくなるきっかけ 
　　・動いたときにひどくなる 
　　・めまいを伴う 
　　・1日を通して続く 
　　・食べたあとにひどくなる 
　●嘔吐の回数・嘔吐物の色 
　●眠気 

　・パンツのゴムをゆるめる 

　・重い寝具を使用しない 

　・部屋 

　・香水，整髪料，シャンプー，洗剤，花や植物 

　・食事（あたたかいご飯よりも冷ましたほうが，

においは少なくなります） 

　・回数や時間にとらわれず，吐き気の軽いとき 

　　に食べましょう 

　・食べられるものをさがしてみましょう 

　・食事の調理方法を工夫しましょう 

　　　めん類 

　　　冷たいもの 

　　　柔らかいもの 

　　　お菓子 

　　　少しずつ分けて 

　　　　食べる 

●便秘を解消することで吐き気・嘔吐が軽くなる

ことがあります 

　・下剤の調整 

　・浣腸の処置 

　（「便が出にくいとき」のパンフレットをご覧

　ください） 

●嘔吐があるときは，口の中が荒れやすくなりま

す 

・口の中を診察して，荒れていれば治療をします。

荒れ方に応じて，くすりや処置を考えます 

・ご自身でも毎日うがいや口のお手入れを心が

けてください。食べたあとは，うがいをしま

しょう 

Q 吐き気がひどくて， 
　食事ができません 

A 吐き気があるときには，1日3食規則正しく食事をすることは難
しくなります 
　①回数・時間にとらわれず，吐き気が軽い時間帯に食べる 
　②食事の前に吐き気止めを飲んでおく 
　③食後，からだを起こして右側を下にする 
　④食事の温度や部屋のにおいに気を配る 
などの工夫をしてみましょう 

吐き気・嘔吐をやわらげる 
ためにご自分で工夫をされて
いることがありますか？ 

●衣類のしめつけ ●食事の工夫 

●においに気を配る 

●便秘の解消 

●口の荒れ 

●食事のあと，消化を助けるために右を下にし，

少し頭を高くして横になっていると，吐き気が

起こりにくくなることがあります 

●姿勢の工夫 

…□なし　□あり 
…□なし　□あり 
…□なし　□あり 
…□なし　□あり 
（　　）回　（　　）色 
…□なし　□あり　　　□あり 

診察のときには，「生活のしやすさ 

に関する質問票」「わたしのカルテ」 

を持ってきてください 

こんな心配はありませんか？ 

（不快ではない） （不快） 

　くすりを使用しても吐き気・嘔吐が続く 
　嘔吐物に血液がまじっている，いつもとちがう（コーヒー色，黒色） 
　吐き気がひどく，水分を飲むこともできない 
　くすりを内服してから，手がふるえる，歩きにくい，落ち着かない， 
　人から「表情がない」といわれる 
　眠気が不快，ひどい 

こんなときは連絡してください 
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食事，運動量の低下，くすりなどの 

ため胃腸の動きが悪くなり， 

大腸に便がたまってい 

る状態です 

こんな原因があります 

こんな治療をします 

■定期的に使用するくすり 

こんな診察・検査をします 

□診察 

　以下のことを教えてください 

　・普段何日に１回便が出ますか 

　・いま何日に１回便が出ますか 

　・便のかたさは 

　　　　硬い　　普通　　やわらかい 

□腹部レントゲン 

□ 

■便を軟らかくするためのくすり 

■腸の動きを強めるためのくすり 

■便が出ないとき 

を，1回 

朝・昼・夕・寝る前 

朝・昼・夕・寝る前 

を，1回 

　便秘を起こしやすいおくすりを変更・中止します 
　浣腸をします 
　下剤を用います 

こんなケア，工夫をします 

食物繊維の多い食事をとりま

しょう 

水分をとるようにします 

治療の目標は 

□2～3日に1回を目安に便が出ること 

□ 

　嘔吐し，くすりが飲めない 
　下剤を始めたら急に下痢になってしまった 
　下剤を始めてから腹痛がひどい 

こんなおくすりを使います 

3～7日後に見直します 治療は， 
日 月 

便秘をやわらげるために 
ご自分で工夫されている
ことがありますか？ 

こんなときは連絡してください 

お腹を温める方法として，温

タオル，カイロ，電気毛布，

湯たんぽなどがあります 

注意 
・お腹を温める前に医療者
に相談してください 

・温めたタオルを直接お腹
の皮膚に当てると低温や
けどを起こすことがあり
ます。服の上やもう1 枚タ
オルを巻いてください 

1．タオルを軽くしぼる 

2．電子レンジで1分間 
　  温める 

3．タオルを少し冷まして 
　  からビニール袋に入れる 

4．お腹の上に置く 

●温タオルのつくり方 

●お腹を温める ●食事の工夫 

「の」の字を書くようにお腹

をマッサージをします 

●マッサージ 

軽い運動，散歩をすることで

お腹の動きを助けます 

●運動 

・便をがまんしない 

・できる限り両足をつけて 

　座って便をする 

●生活の工夫 

説明を受けた方 

説明をした人 日 月 
便が出にくいとき 
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□吐き気がしたり，食事がとれなくなったりする 

□夜眠れない 

□腰が痛くなる 

□息が苦しくなる 

□気持ちがつらい 

□ 

症状の生活への影響 

こんな原因があります こんな診察・検査をします 

□診察 

□腹部レントゲン 

□超音波検査・CT（必要なとき） 

□ 

治療の目標は 

□お腹のふくれた感じや張ることがなくなる 

□ふくれや張りはあるが，おくすり，おくすり以外 

　の方法，腹水を抜くなどの方法で対処できる 

□ 

□腹水 

　お腹の中に水がたまった状態です 

□便秘 

□腸閉塞 

　胃腸が細くなっている状態です 

□腫瘍 

　お腹の腫瘍そのものが，はりの原因 

　になっている状態です 

こんな治療をします 

　腹水が少なくなるように利尿剤を使用します 
　尿の量を増やすことで，お腹の水を減らす治療です 
　お腹にたまっている水を抜きます 
　便秘に対応します 
　腸閉塞の対処をします 
　分泌物を減らすくすり，胃管，ステロイドを使用します 
　腫瘍のはれをおさえるためにステロイドを使用します 
　点滴の調節 
　点滴の量が多いとお腹の張りの原因になることがあり 
　ますので，適切な量で行います 

　痛み止め 
「張る痛み」があるときは，痛み止めを使うと症状がやわらぐことがあります。眠気が強くなら
ないように使います。 

　夜間や痛みの強いときなど1日の様子に合わせて使います 

　お腹を温めたり，姿勢を工夫するなどおくすり以
外の方法を工夫してお腹の張りをやわらげます 

　腹水がある場合には，腹水を抜いて，
お腹の張りをやわらげます 

原因の治療をします 

症状に対してはこのように対処します 

3～7日後に見直します 治療は， 
日 月 

■定期的に使用するくすり 

こんなお薬を使います 

■症状がひどいときに使用するくすり 

時間間隔で 回まで １日に， 

時間間隔で 回まで １日に， 

説明を受けた方 

説明をした人 日 月 
お腹がふくれる，張るとき 
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■お腹がふくれる・張ることに関して一番つら 
　いこと，困っていることを教えてください 

こんなケア，工夫をします 

①質問票に記入して伝えてください。 

②口頭で上記のことを伝えてください 

医師や看護師にはこうお伝えください 

■お腹がふくれる・張る強さを10段階で教えて 
　ください 

■この他に以下のことを教えてください 
　・尿の回数……□減った　□変わらない　□増えた 
　・体　　重……□減った　□変わらない　□増えた 

お腹を温める方法として，温

タオル，カイロ，電気毛布，

湯たんぽなどがあります 

水の中ではからだが軽く感じ

たり，からだとお腹が温まる

ことで症状を楽にすることが

あります 

注意 
・お腹が張る原因によって
は温めないほうがよいこ
ともあります。お腹を温
める前に医師や看護師に
相談してください 
・温めたタオルを直接お腹
の皮膚に当てると低温や
けどを起こすことがあり
ます。服の上に置いたり，
もう1 枚タオルを巻いたり
してください 

1．タオルを軽くしぼる 

2．電子レンジで1分間 
　  温める 

3．タオルを少し冷まして 
　  からビニール袋に入れる 

4．お腹の上におく 

●温タオルのつくり方 

Q もっと腹水を抜いてほしい 

　のですが 

A 腹水の中にも，からだに必要な「タンパク質」が含まれてい

ます。必要以上に腹水を抜くことで，からだに負担がかかりま

す。一方で，腹水を多くためたまま，毎日を暮らしていくこと

はとてもつらいことで，このこともからだにとっては負担です。

腹水の処置と体調のバランスは，人それぞれで違いますから，

今のあなたにとって必要な腹水の治療を提案します 

Q 腹水を抜きすぎることは， 

　からだにはよくないことな 

　のでしょうか?

A 頻回に腹水を抜くときには，まず治療の必要性と安全性

を医師が確認します。処置がくりかえし必要な場合には，

カテーテルを留置するなどの苦痛が少ない治療の工夫をし

ます 

お腹がふくれる・張る症状を 
やわらげるためにご自分で工夫を
されていることがありますか？ 

●温める 

●入浴 

楽な姿勢をさがします。例え

ば，ベッドを上げて上半身を

高くして膝の下に枕を入れる

とよいことが多いです 

●姿勢の工夫 

腹水，腸閉塞のときには，口

の荒れやのどの渇きがつらい

ときがあります 

・口の中を診察して，治療を

　します 

・口の中を冷やしたり，レモ

　ン水で爽快感が得られるよ

　うな工夫をします 

●口，のどの渇き 

・お腹の張りで皮膚が弱くな

ることがあります 

・保湿クリーム，軟膏（医師

の処方）が役立ちます 

●スキンケア 

「便が出にくいとき」のパン

フレットもご覧ください 

●便秘の解消 

診察のときには，「生活のしやすさ 

に関する質問票」「わたしのカルテ」 

を持ってきてください 

こんな心配はありませんか？ 

　お腹の張りや痛みがひどく，横になっていられない，眠れない 
　吐き気がひどく，水分を飲むこともできない 

こんなときは連絡してください 
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□痛みなどの苦痛 

□高カルシウム血症（血液中のカルシウムが 

　高くなる） 

□肝腫大（肝臓の腫れ）や腹水で胃が圧迫される 

□口内炎や味覚の低下 

□便秘 

□嚥下障害(ものがうまく飲み込めない) 

□胃や腸のどこかが細くなっている（腸閉塞） 

□胃潰瘍など胃や十二指腸に異常がある 

□腫瘍から食欲を低下させる物質が出る 

□がんの治療の影響（抗がん剤，放射線治療） 

□気持ちのつらさ，うつ状態 

□ 

症状の生活への影響 

こんな原因があります 

こんな治療をします 

■定期的に使用するくすり 

症状に対してはこのように対処します 

こんな診察・検査をします 

□診察 

　以下のことがあれば教えてください 

　・食欲をなくす他のつらい症状（痛み，吐 

　　き気，便秘など） 

　・口の中の痛みや味覚の異常 

　・食欲はあるが，食べるとすぐにお腹がい 

　　っぱいになる 

　・みぞおちの痛み，胸やけ 

　・便に血が混じる，便が黒い 

□血液検査 

□腹部レントゲン 

　・胃や腸の状態を簡単に把握します 

□腹部超音波検査・CT（必要なとき） 

□ 

治療の目標は 

□食欲が改善する 

□ご本人とご家族の考えに合った食事や栄養の 

　治療を受けられる 

□ 

■症状が強いときに使用するくすり 

時間間隔で 回まで １日に， 

□食べたいものが，思い浮かばない 

□食事がのどを通らない 

□食事の楽しみがない 

□食べられないことに，不安を感じる 

□ 

　胃腸の動きを強めるくすり 
・胃腸の動きを強めることで，食欲を刺激します 

医師にお伝えください 
・糖尿病，肺結核，胃潰瘍の
治療を受けたことがある方
はお知らせください 

　ステロイド 
・食欲を回復させます 
・長期間使用することで，顔がまるくなる，胃潰瘍，血糖値
が上がる，感染を起こすことがあります 

・口の中にカンジダという真菌が増えることがあるので，毎
日歯みがきをしてください。舌に白いものがついてとれな
いときは，カンジダ症の可能性があるので医師に伝えてく
ださい 

・まれに不眠，いらいらを生じます。生じた場合，減量・中
止しますので医師に伝えてください 

3～7日後に見直します 治療は， 
日 月 

原因の治療をします 

　痛みなどの苦痛に対処します 
　カルシウムを下げる点滴をします 
　口内炎，味覚障害の治療をします 
　腸閉塞の治療をします 
　胃潰瘍の治療をします 
　うつ状態かどうかを専門の医師が診療します 
　うつ状態を改善するくすりを使用します 
　 

こんなおくすりを使います 

説明を受けた方 

説明をした人 日 月 
食欲がないとき 
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■食欲がないこと，食事のことで一番つらいこ 
　と，困っていることを教えてください 

こんなケア、工夫をします 

①質問票に記入して伝えてください 

②口頭で上記のことを伝えてください 

医師や看護師にはこうお伝えください 

■食欲不振の強さを10段階で教えてください 
●食欲がないときには，患者さんは料理をする

ことが難しくなります。他の方が手伝ってく

ださい 

●少量でも食べられそうな量で準備しましょう 

●おいしそうな盛りつけを工夫しましょう 

●（入院中は）使い慣れた食器を使うのもよい

でしょう 

●規則正しく時間通りにではなく食べたいときに，

食べたい量を食べるようにしましょう 

●胃の手術を受けた方，吐き気のある方には，

少量の食事で回数を分けると（4回以上）よい

でしょう 

●間食を活用するのもよい工夫です 

・パン，クラッカー，カステラ 

・アイスクリーム，フルーツなど 

〈食事の時間，回数のこと〉 

●ひとりで食べるよりも，親しい人たちと一緒

のほうがおいしく，楽しく食べられます 

〈雰囲気〉 

●必要な栄養のことは栄養士も相談に応じるこ

とができます 

●栄養のことを考えるのはとても大切ですが，「食

べられるもの」を「おいしく」食べることも

大切にしてください 

●食事の量だけが健康のバロメータではありま

せん 

●このような料理，調理の工夫があります 

・消化がよい料理：おかゆ，うどん，雑炊 

・口あたりのよい料理：豆腐，茶碗蒸し，冷

や麦，そうめん，プリン，ゼリー，アイス

クリーム 

・調理の工夫：煮る，蒸す，ゆでると消化に

よい 

・極端に熱いもの，冷たいもの，油の多いも

のは避ける 

●味つけの工夫 

　病気により味覚が変化することがあります 

　「おいしい」と感じる味を探してください 

●口の中の荒れを毎日確認します 

●荒れていれば，適切な処置をします 

●食事のにおいが，吐き気を強めることがあり

ます 

■この他に以下のことを教えて下さい 
　・召し上がられている食事の量 
　・吐き気・嘔吐 
　・便通 

Q 食事を食べられないときは，これから

どうなるのだろうと，とても気持ちが落ち

込みます 

A がんに伴う食欲の低下はほとんどの方が経

験しています。健康なときの食生活とは違って

十分に食べられない，おいしくないと感じるこ

とはとてもつらいことだと思います 

　1. 食欲を増進するくすりを服用する 

　2. 料理の仕方を工夫する 

3. 食事の「量」だけでなく，「質」や食事以 

 外の楽しみになることや張り合いになる 

 ことにも目を向ける 

などで対応しましょう 

食欲がないとき， 
どのような工夫を 
されていますか？ 

●食事の工夫 ●栄養相談 

●調理の工夫 

●口の荒れ 

●吐き気があるとき 

…（　　　）割　　　　　　　 
…□なし　□あり　　　　　　 

…（　　　）回/週　□硬い　□普通　□軟らかい 

診察のときには，「生活のしやすさ 

に関する質問票」「わたしのカルテ」 

を持ってきてください 

こんな心配はありませんか？ 

　症状が強いために水分もとれない 
　くすりを内服してから，胃が痛む，便が黒い，口が渇く，尿が多い， 
　口が荒れた，舌に白いものがついてとれない，眠れない， 
　いらいらする，混乱する 

こんなときは連絡してください 
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原因の治療をします 

　眠気やだるさの原因になっているおくすりを中止します 
　痛みに対処します 
　不眠に対処します 
　発熱や感染症の治療をします 
　貧血に対して輸血をします 
　カルシウムを下げる点滴をします 
　うつ状態かどうかを専門の医師が診察します 
　うつ状態を改善するくすりを使用します 
　 

□睡眠薬，吐き気止め，安定剤などのおくすり 

□痛み 

□不眠 

□発熱 

□貧血 

□感染症 

□高カルシウム血症（血液中のカルシウムが高く 

　なる） 

□うつ状態 

□ 

症状の生活への影響 

こんな原因があります 

こんな治療をします 

■定期的に使用するくすり 

こんなお薬を使います 

症状に対してはこのように対処します 

こんな診察・検査をします 

□診察 

　以下のことがあれば教えてください 

　・何かのおくすりを飲み始めてから眠気やだ 

　　るさが強くなった 

　・痛みがある 

　・発熱がある 

　・眠れない 

　・からだだけでなく精神的にもつらい 

□血液検査 

□レントゲン（必要なとき） 

□ 

治療の目標は 

□だるさが軽くなること 

□だるさがあっても生活できること 

□エネルギー温存療法の考え方を理解すること 

□ 

■症状がひどいときに使用するくすり 

時間間隔で 回まで １日に， 

時間間隔で 回まで １日に， 

医師にお伝えください 
・糖尿病，肺結核，胃潰瘍の
治療を受けたことがある方
はお知らせください 

　ステロイド 
・炎症を抑えることでだるさを軽減させます 
・長期間使用することで，顔がまるくなる，胃潰瘍，血糖値
が上がる，感染を起こすことがあります 

・口の中にカンジダという真菌が増えることがあるので，毎日
歯みがきをしてください。舌に白いものがついてとれないと
きは，カンジダ症の可能性があるので医師に伝えてください 

・まれに不眠，いらいらを生じます。生じた場合，減量・中
止しますので医師に伝えてください 

　だるさに合わせた生活の工夫をします 

□日常の仕事や生活をすることが難しい 

□集中力がなくなった 

□やらなくてはならないことが，できなくなってきた 

□からだの疲れを感じる 

□暮らしや仕事をするうえで，だるさに困っている 

□ 

3～7日後に見直します 治療は， 
日 月 

説明を受けた方 

説明をした人 日 月 
からだのだるさに困ったとき 
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診察のときには，「生活のしやすさ 

に関する質問票」「わたしのカルテ」 

を持ってきてください 

■だるさの程度を10段階で教えてください 

こんなケア，工夫をします 

①問診票，質問票に記入して伝えてください。 

②口頭で上記のことを伝えてください 

医師や看護師にはこうお伝えください 

■ステロイド投与中の場合，口の中の痛み，睡眠につ 
　いて教えてください 

■だるさのことで一番つらいこと，困っていることを 
　教えてください 

「ぐっすり眠れないとき」のパンフレット

もご覧ください 

●本人のかわりに身の回りのことをお手伝

いする 

●移動の手伝い，力を貸す 

●運動・エクササイズ 

・15～30分ぐらいの軽い運動が，だるさ

を軽くするときもあります 

・筋肉の疲れをほぐし，心臓や肺の働きを

高めます 

・運動・エクササイズの具体的な方法は医師，

看護師，理学療法士におたずねください 

●日常よく使うものはベッドの周りに置い

ておきましょう 

●音楽や好きなことで，気分転換をはかり

ましょう 

●からだや足をマッサージするのもよい方

法です 

Q だるさで動けないときは，

これからどうなるのだろうと

心配になります 

A 「体のだるさ」は日によってとても感じ方が違うことが

ほとんどです。「だるさの軽い」とき「だるさの強い」と

きが周期的に変化します。 

　だるさが強く動けないときは，その日 

は休息をとって安静を保つこともから 

だにはとてもよい過ごし方です。十分 

に休息をとることが，「だるさが軽く」 

なることに役立ちます 

だるさがひどいとき， 
どのような工夫を 
されていますか？ 

●生活の工夫 

●お部屋のこと 

●リラックス ●ご家族に手伝っていただけること 

●ぐっすり眠ること 

こんな心配はありませんか？ 

「エネルギー温存療法」の考え方 

 ・体力を温存・配分することです 

・1日の生活の中で，前もって体力の配分を考えておきます。 

　例えば，3つしたいことがあったら1日でやろうとしないで，

3日に分けます。また，1日の中で何回かに分けて休息を

とります。午前中は休んで，午後に活動する，というよう

に休息と活動のバランスを自分で計画します 

・1日の生活の中で，自分がしなくてはならないことに，順

番をつけておきます。例えば，このことを自分で必ずする

ようにしたら，他のことのいくつかは自分のかわりに誰か

の手助けを受けるようにします　 

　くすりを内服してから，胃が痛む，便が黒い，口が渇く，尿が多い， 
　口が荒れた，舌に白いものがついてとれない，眠れない， 
　いらいらする，混乱する 
　くすりを使っても症状が変わらない 

こんなときは連絡してください 
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　原因となっているくすりを変更・中止します 
　カルシウム値を下げる点滴をします 
　点滴で脱水を治療します 
　輸血をします 
　 

「せん妄」とはどのような症状ですか?

こんな治療をします 

■定期的に使用するくすり 

症状に対してはこのように対処します 

治療の目標は 

□せん妄状態がなくなる 

□意識はやや混濁しているが，落ち着かない様子 

　がやわらぎ，夜は眠れている 

□ 3～7日ごとに見直します 治療は， 
日 月 

□神経に作用するくすり 

□高カルシウム血症（血液中のカルシウムが高く 

　なる） 

□脱水，腎臓の異常 

□肝臓の異常（黄疸など） 

□環境の変化（急に入院した，集中治療室に入っ 

　たなど） 

□貧血 

□電解質（ミネラル）の異常 

□中枢神経によるもの（脳梗塞，腫瘍など） 

□ 

こんな原因があります こんな診察・検査をします 

□身体診察 

□血液検査 

□頭部CT・MRI検査（必要なとき） 

□ 

■症状が強いときに使用するくすり 

時間間隔で 回まで １日 

原因の治療をします 

　眠れないとき，落ち着かないとき
に頓服で神経が落ち着くおくすり
を使います 

　定期的に神経が落ち着くおくすりを使います 
・眠れないとき，落ち着かないときは追加で
頓服を使用してください 

「せん妄」のときは，患者さんにこのような変化があります 

●体調が悪い 

●手術の後 

●新しいくすりがからだに合わない 

●50～70％の方は，治療により回復します 

などの原因で 
一定の期間 

意識が混乱する 
ことです 

原因が改善することで症状
も改善することを待ちます 

（すべての方に見られるわけではありません） 

□場所や時間の感覚が鈍くなる 

・いる場所や，今日が何月何

日かわかりにくい 

・昼や夜の区別や時間が分か

りにくい 

・病院にいるか自宅にいるか

わからない 

□幻覚がみえる 

・実際にはないものが見える 

・「部屋の中に虫が見える」 

・「誰かが部屋の外に立って

いる」 

□昼と夜の感覚が鈍くなる 

・眠る時間と起きる時間が不

規則になる 

・昼間眠って，夜に眠れない 

□からだについている治療のた

めの管を「知らずに」抜いて

しまう 

□話していることのつじつまが

合わない 

・過去のことを今のことのよ

うに話す 

・現実とは違うことを話す 

□怒りっぽくなり，時には荒っ

ぽくなる 

□落ちつきがない 

・何度もベッドから起き上が

る 

・くりかえし，どこかへ行こ

うとする 

・転んでしまう 

こんなおくすりを使います 

説明を受けた方 

説明をした人 日 月 
意識が混乱したとき 意識の混乱は，「せん妄」と呼ばれます 

10
せん妄 1-1



■以下のことを教えて下さい 
　●夜眠れているか…□よく眠れる　□時々起きるがだいたい眠れる　□眠れない 
　●日中，話につじつまが合うか…□あう　□　　　　　　　　□合わない 

こんなケア，工夫をします 

患者さんが混乱している
とき，どのような工夫を
されていますか？ 

■せん妄について，分からないこと，心配していること，患者さんの対応で困っていることがあれば 
　教えてください 

医師や看護師にはこうお伝えください 

こんな心配はありませんか 

Q 何か話しているが，よ 
　くわからない 

A どのようなことを話そうとしているのか想像してみてください。
本当にあった昔のこと，今気がかりになっていることやしておき
たいこと，あるいは口の渇きやトイレに行きたいと伝えようとし
ていることもあります 
　時間や場所が分かりにくくなることは多いですが，ご家族のこ
とがわからなくなることはめったにありません 
　つじつまが合わないときは，患者さんのいうことを否定せずに
付き合い，安心できるような会話をしてください。「間違いを正す」
ことは患者さんを傷つけることがあります 

●時計やカレンダーを見えるところに置く 

●日付や時間を何気なく会話の中に盛り込む 

●なじみのある物，家族の写真を置く 

●場所，時間の感覚を取り戻す 

●つじつまの合わない会話であっても，否定し

ないようにします 

●会話を否定されると，かえって患者さんは苦

痛を感じることがあります 

●混乱した会話であっても，ご家族ならわかる

こともあります。内容を聞いてどのようなこ

とを話しているか医師や看護師に教えてくだ

さい 

●ちぐはぐな会話をしていることを，「おかしい」

と指摘することが，かえって患者さんの気持ち，

誇りを傷つけることがあります 

 

〈会話の例〉 

患者さん「どろぼうがそこにいる……助けて！」 

ご家族　「そうだね，つかまえたから，もう大丈

　　　　　夫だよ」 

●会話 

●昼間は，日光を採り入れ明るくし，適度な運

動や刺激（テレビ，会話，散歩など）をする 

●夜は静かに，40～60Wのスポット照明を使

用する 

●環境を整える 

●刃物（ナイフ，ハサミ），ライター，ポット

を患者さんの周りに置かない（一時期，別の

場所に保管する） 

●ベッドを低くする 

●安全 

●口の中を毎日確認します。口の渇きが強いこ

とが多いので，こまめにお手入れをします 

●荒れていれば，適切な処置をします 

●口の荒れ 

患者さんの意識が混乱しているときは，ご家族の 

協力が大きな助けになります 

●意識の混乱している間は，できるだけ付き添う 

●患者さんの代わりに，ケアや治療のことを医師や

看護師と話し合う 

●ご家族に手伝っていただけること 

時々合わないが 
だいたい合う 

Q そばで何をしていいか 
　わからない 
　話ができないことがつ 
　らい 

A 普段通りに声をかけたり，静かに足をマッサージしたり，ただ
部屋の中でご家族でお話されている声が聞こえたりするだけでも，
患者さんはホッとされることが多いようです 

Q 疲れてくたくたになっ 
　てしまった 

A まず，あなた自身が休めるような工夫を看護師と相談してくだ
さい。他のご家族にも協力してもらいましょう。看護師もお手伝
いします 
　日中，患者さんが休まれているときは，それに合わせて休んで
ください 

　落ち着きがない，興奮している状態でご家族が対応し 
　きれないとき 
　意識の状態が悪化して，呼びかけても反応がないとき 

こんなときは連絡してください 
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□不眠を生じるくすり 

□痛み 

□夜になるとトイレに何度も行く 

□不安 

□周りの騒音 

□ 

症状の生活への影響 

こんな原因があります こんな診察・検査をします 

□以下のことがあれば教えてください 

　・何かのおくすりを飲み始めてから眠れなく 

　　なった 

　・痛み，頻尿など不眠になる苦痛がある 

　・精神的につらい 

□「一度眠れればよいがなかなか寝つけない」か 

　「寝つけるが，夜途中で起きてしまう」か 

□疲れやすい 

□気持ちが落ち込む 

□ 

治療の目的は 

□よく眠れる・だいたい眠れる 

□ 

こんな治療をします 

■定期的に使用するくすり 

症状に対してはこのように対処します 

■眠れないときに使用するくすり 

原因の治療をします 

　不眠の原因となる薬を減量・中止します 
　頻尿の対処をします 
　気持ちのつらさについて，専門の医師が診察します 
　 

　痛みの対処をします 
・眠る前にあらかじめ鎮痛薬を内服します 
・夜間痛みがあってもすぐに頓用薬（レス
キュー）を使えるように，手元に置いて
おいてください 

　睡眠のパターンに応じて，「寝つき
がよくなる」くすりか，「ぐっすり
と熟睡できる」くすりが処方されま
す 

　効果をみておくすりを変更したり、2
種類を組み合わせて使ったりします 

　抗うつ薬など睡眠薬以外のおくすりを
使います 

3～7日後に見直します 治療は， 
日 月 

こんなケア、工夫をします 

●昼間の過ごし方 
　・昼寝をしすぎない 
　・軽い運動で体を動かす 
●眠る前の工夫 
　・遅い時間の食事や，カフェイン・
　　アルコールを控える 
　・入浴を早めにすませる 

●アロマセラピー，音楽，ストレッチ，読書 

●照明，周りの物音 
　こんな音が気になる 
　ときがあります 
　・時計の音 
　・隣の部屋の音 
　・部屋の外の音 

●服装（寝巻） 
　・からだをしめつけないよ 
　　うにゆったりとした寝巻 

●寝つくまで見守る 
●心配や不安を話し合う 

ぐっすり眠れないとき，
どのような工夫を 
されていますか？ 

●生活の工夫 

●リラックス 

●環境を整える 

●ご家族に手伝っていただけること 

時間間隔で 回まで １日 

こんなおくすりを使います 

■眠れているか教えてください…□よく眠れる　□　　　　　　　□眠れない 

■「一度眠れればよいが，なかなか寝つけない」か，「寝つけるが， 
　夜途中で起きてしまう」かを教えてください 

■眠れないことに関して一番つらいこと，困っていることを教えてください 

医師や看護師にはこうお伝えください 

時々起きるが 
だいたい眠れる　 

　くすりを服用した翌朝に，ひどく眠気が強い 
　くすりを服用した夜に，ふらついて転んでしまった 
　おかしなことや，つじつまの合わないことを言う，急に 
　おかしな行動をする 

こんなときは連絡してください 

説明を受けた方 

説明をした人 日 月 
ぐっすり眠れないとき 
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