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中村陽一プランナー：

Part1 徴候を知る！ 機序やアセスメント

東邦大学医学部 臨床腫瘍学講座 教授／

東邦大学医療センター大森病院 緩和ケアセンター 部長／

東邦大学医学部 医学教育センター 副センター長

がん治療の進化は目覚ましい昨今、がん患者さんの生存期間も伸びています。みなさんの患者さんのなかにも、骨転移がありな

がらも生活するがん患者さんがおられるのではないでしょうか。本特集で、骨転移が起こる徴候とアセスメントポイント、検査画像の

見かた、症例ごとのアプローチを学び、骨転移のあるがん患者さんのQOL向上のためのケアを考えてほしいと思います。読者であ

る看護師からの、実際に臨床現場で遭遇した悩み、質問にもお答えしていますので、ぜひご参照ください。

①骨転移の機序と発生しやすいがん種

②どんな徴候がある？ 見逃してはいけないアセスメントのポイント

Part2 画像を読む！ ケアに役立つ画像の見かた

【検査概要とケア】

①単純X線検査について

②骨シンチグラフィ検査について

③CT、PET-CT検査について

④MRI検査について

Part3 症例から学ぶ！ こんなとき、どうする？

【困った症例】

②放射線療法をする骨転移がん患者さんの両立支援、どうする？

③治療終了1年後の再発で骨転移が発覚。精神ケア、どうする？

④がんリハビリテーションへの連携、看護師の役割って？

小林 紘 池上総合病院 呼吸器内科 科長

第1特集

白川賢宗 獨協医科大学病院 総合がん診療センター 緩和ケア部門長

後藤麻佑 東邦大学医療センター大森病院 緩和ケアセンター

①骨転移がん患者さんのセルフケア能力、どう支援する？

岡梨津子

伊藤優子 川崎市立多摩病院 看護部／がん性疼痛看護認定看護師

東京医科歯科大学病院 看護部

小城原 傑 昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 消化器外科 助教

正保智恵美 杏林大学医学部付属病院 看護部／がん性疼痛看護認定看護師

福武勝典 東邦大学医療センター大森病院 整形外科 助教

池田 睦 東邦大学医療センター大森病院 看護部／緩和ケア認定看護師

清水あさみ 東邦大学医療センター大森病院 看護部／緩和ケア認定看護師
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Part4 まだまだ聞きたい！ 骨転移がん患者さんへの看護Ｑ＆Ａ

【患者さんへの返答のしかたについてのご質問】

■お子さまがおられる女性のがん患者さんから、いつ骨折をするかわからないような

状態で、退院後に育児をすることが想像つかない。子どもたちに我慢させることが

多いのであれば、いっそずっと入院した方がよいと話す患者さんがいます。

どのように対応したらよいですか？

■「骨転移」という言葉に恐怖を感じておられる患者さんがいます。

   「骨転移」と聞くと、もう死ぬのではないかと言われているように感じるそうです。

ご説明をする際に、恐怖を感じさせないような言い換えなどはないでしょうか。

【最新情報について】

■免疫療法が同時にできる「TES」という治療法について、聞きました。

どういった治療法ですか？ 看護師として知っておいた方がよい知識を

教えてください。また、患者さんに聞かれた際に、どのように答えたらよいですか？

中村陽一

知る・学ぶ せん妄の基礎知識

結束貴臣プランナー： 横浜市立大学附属病院 緩和医療科 講師

佐伯吉規

桑原芳子

菅野雄介

第2特集

がん研有明病院 緩和治療科 医長

国際親善総合病院 看護部／緩和ケア認定看護師

横浜市立大学 医学部 看護学科 成人看護学II 助教

早期発見で予防・改善！ アセスメントのコツ

トラブル対策！ 医療者が身を守るためのコツ

術後から終末期に至るまで、日常的によく遭遇する、がん患者さんのせん妄。死亡率や施設入所率の上昇、認知症リスクの

増加などにつながるせん妄への対応は、高齢がん患者さんの増加によって、どの施設でも課題となっているのではないでしょ

うか。また、近年では、せん妄への予防的介入が重要視されています。本特集では、せん妄の原因、メカニズム、サブタイプ、

鑑別などの基礎知識をはじめ、早期発見・早期介入のため、見逃してはいけないポイント、日々のケア、家族を含めたチーム

アプローチを取り上げます。

菅野雄介 横浜市立大学 医学部 看護学科 成人看護学II 助教

東邦大学医学部 臨床腫瘍学講座 教授／

東邦大学医療センター大森病院 緩和ケアセンター 部長／

東邦大学医学部 医学教育センター 副センター長
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連載
・がん患者のスキンケアビジュアルガイド

・患者指導Q＆Aつき 最新チューモク薬

杉本はるみ（愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター／

皮膚・排泄ケア認定看護師）

金子 健（慶應義塾大学病院 薬剤部 緩和ケアセンター専任薬剤師／

緩和医療暫定指導薬剤師）

・３分で読める イマドキ口腔ケア 廣瀬知二（医療法人伊東会伊東歯科口腔病院 訪問診療部長／歯科医師)

大平麻由美

林 ゑり子

田畑幸利

国際医療福祉大学成田病院 看護部／がん性疼痛看護認定看護師

徳之島徳洲会病院 看護部

【DLシート】

家族にわたせる事前指導シート

家族がアセスメントできるチェックシート

佐々木千幸 国立がん研究センター中央病院 看護部／精神看護専門看護師

横浜市立大学 医学部 看護学科 成人看護学 助教

3つのケースから学ぶ せん妄ケアとチームアプローチ

【症例からみる】

①チームアプローチによる予防的介入

②興奮時のせん妄にどう対応する？

③病院から在宅につなぐ

佐々木千幸 国立がん研究センター中央病院 看護部／精神看護専門看護師

モーエン智子 熊本赤十字病院 患者サポートセンター 係長／緩和ケア認定看護師

事前指導やサポートが必須！ 家族支援のコツ

一般病院の看護師、専門病院の看護師、ジェネラリスト、スペシャリスト。
がん看護に携わるすべての看護師。

がん対策推進基本計画が動いている現在、看護力の育成が求められています。本誌はがん看護

に携わる看護師の“声”にお応えし①がん看護に必要な知識を過不足なく、わかりやすく、②現場

で役立つスキルをすぐに使える形で、③プロとして押さえておきたい情報を整理して、お届けしま

す。脱毛や皮膚障害に行うヘアケア・メイクアップ等、アピアランス支援にも注力されるなど、関連

商品のPRに最適な媒体です。

ＡＤポイント

読者ターゲット
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