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カペシタビンを含む療法を受ける
消化器がん患者の手足症候群の

発生状況と重症化する要因

埼玉県 川口市立医療センター

外来化学療法室

町田宏美

第55回 全国国保地域医療学会

【当センター外来化学療法室の概要】

診察室 3室

ベッド数 20床（ リクライニングシート17台 ベッド3台 ）

治療件数 3550件（2014年度）

７０歳以上の患者 約40％

治療を行う領域

血液 消化器 呼吸器 乳腺 泌尿器

脳神経外科

まず初めに、当センター外来化学療法室の概要に
ついて御紹介させていただきます。

ベッド数20床で2014年度の治療件数は3550件であ
り、そのうち70歳以上の高齢者が約40％を占めてい
ます

【手足症候群とは】

手足症候群（hand-foot syndrome：HFS）は、抗がん剤治療
に伴い、手足の皮膚に変調をきたす副作用であり、手掌・手
足発赤知覚不全症候群ともいう。

症状としては、紅斑・色素沈着・疼痛を伴う発赤・腫脹・水疱
形成・びらん・皮膚の角化などが生じ、重症化すると手指の
機能障害や歩行困難など患者のADLやQOLが著しく障害さ
れる。

治療前から皮膚の清潔・保湿・刺激の除去などの予防が必
要となる。

続きまして、手足症候群について簡単に説明させ
ていただきます。

手足症候群、略してハンドフットは、手掌・手足
発赤知覚不全症候群とも言い、抗がん剤治療に伴い
手足の皮膚に変調をきたす副作用です。

重症化すると手足の機能障害や歩行困難など患者
のADLやQOLが著しく障害されるため、治療前か
ら皮膚の清潔・保湿・刺激の除去などの予防が必要
とされます。

【研究の背景】

近年の治療の進歩により、外来治療で行う治療件数が増加してい
る。

有害事象の管理は、安全に治療を行なう際にきわめて重要であり
外来化学療法においては患者のセルフケアが鍵となる。

HFSは、予防が重要であり、セルフケアが重要な役割を担う。

当センターでは、治療開始時に医師から患者・家族にセルフケアに
ついての説明が行われており、継続的な指導を行っている。

しかし重症化し、薬剤の減量や休薬を余儀なくされる患者も出現し
ている。

そこで、HFSの発生状況と重症化する要因を調査することで、効果
的なセルフケア支援を行う一助となるのではないかと考えた。

研究の背景です。
当センターでは、治療開始時に医師から患者・家

族にセルフケアについての説明が行われており、継
続的な指導を行っています。しかし、重症化し薬剤
の減量や休薬を余儀なくされる患者もいます。

そこで、ハンドフット発生状況と重症化する要因
を調査することで、効果的なセルフケア支援を行う
一助となるのではないかと考えました。

【目的】

カペシタビンを含む療法を受ける消化器がん患者のHFS
の発生状況を調査し重症化する要因を考察する

そこでハンドフットの発生率が高い、カペシタビ
ンを含む療法を受ける、消化器がん患者のハンド
フットの発生状況を調査し、重症化する要因を考察
することを目的に研究を行いました。

【方法】

対象：外来化学療法室でカペシタビンを含む療法を受けた消化器

がん患者77名

方法：年齢・性別・家族環境・社会生活

HFSの出現の有無や重症度（有害事象共通用語基準

Ver4.0使用）、パフォーマンス・ステータス（以下PSとする）

治療やセルフケアに対する思いや言動

上記を診療記録や看護記録より収集し重症化する要因に

ついて考察する

倫理的配慮：所属施設の倫理委員会の承認を得た

方法です。
対象は外来化学療法室でカペシタビンを含む治療
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を受けた消化器がん患者77名です。
年齢・性別・家族環境・社会的生活、ハンドフッ

トの出現の有無や重症度、有害事象共通用語基準を
用いての評価とパフォーマンスステータス、治療や
セルフケアに対する思いや言動についてカルテより
情報収集し考察しました

【結果１】
患者 77名

性（男/女） 51/26名

年齢 69歳以下 38名

70歳以上 39名

レジメン カペシタビン 29名

カペシタビン＋Bev 4名

XELOX 32名

XELOX＋Bev 7名

XPT 5名

HFS発症 31名（40.3％）

結果です。
77名中男性51名、女性26名であり、69歳以下38名、

70歳以上39名でした
レジメンは、カペシタビン単剤29名、カペシタビ

ン＋アバスチン４名、ゼロックス32名、ゼロックス
＋アバスチン７名、エックスピーティー７名でした。

内ハンドフットを発生した患者は31名40.3％でし
た。

【結果２】

有害事象共通用語基準（Ver4.0）
有害事象共通用語基準における
Grade毎の人数

Grade 症状

０ なし

１ 疼痛を伴わないわずかな皮膚の変化又は
皮膚炎（紅斑・浮腫・角質増殖症）

２ 疼痛を伴う皮膚の変化（角層剥離・水泡・出
血・浮腫）身の回り以外の日常生活動作の
制限

３ 疼痛を伴う高度の皮膚の変化（角層剥離・水
泡・出血・浮腫）身の回りの日常生活動作の
制限

N＝77

重症度です。grade1疼痛を伴わない僅かな皮膚
の変化が生じた患者は15名、Grade2症状により身
の回り以外の日常生活動作の制限が生じた患者は11
名、Grade3身の回りの日常生活動作の制限が生じ
た患者は５名でした。

【結果３】

Grade２の患者の年齢ごとの人数 Grade３の患者の年齢ごとの人数
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Grade2の患者では70歳以上の患者が11名中７名
と半数を占めていました。

しかし、Grade3の患者は、50代２名、60代１名、
70代２名と、年齢による発症の関連性はあきらかで
はありませんでした。

【結果４】
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PS毎の発生人数用語の定義

PS（パフォーマンスステータス)とは

全身状態の指標の一つである

【ECOGグレード】

PS0: 全く問題なく活動できる

PS１: 肉体的な激しい活動は制限

されるが歩行可能

PS2: 歩行可能・日中の５０％以上は

ベッド以外で過ごす

PS3: 身の回りのことはできる

日中の５０％以上はベッド上で

過ごす

PS4: 完全にベッドか椅子で過ごす

PS1 n=24PS0 n=53

PS毎の発生人数です。
77名中、全く問題なく活動できるPS0は56名、肉

体的な激しい活動は制限されるが日常生活動作は保
たれているPS1は24名でした。

PS0の患者で発症した患者は19名であり、Grade1　
７名、Grade2　７名、Grade3　５名でした。

PS1の患者で発症した患者は11名であり、Grade1　
９名、Grade2　４名で、Grade3はいませんでした。

こちらの表が表すように、PSが低い患者におい
ては重症化しにくい傾向にあることが推測されま
す。

【結果５】

家庭環境

・家事代行者不在 ６名

・実母の介護 １名

・子供の看護 １名

・家族と同居も協力は得られない

１名

社会生活

• 電気工事士 １名

• 建築土木業 ３名

• 機械の設備 １名

• ボイラー技士 １名

• 居酒屋経営 １名

• 理容店経営 １名

• スーパーのレジ打ち １名

家族環境においては、家事代行者不在、社会生活
においては建築土木業など、比較的手足の物理的刺
激が避けられない環境下にありました。

【結果６】

治療やセルフケアに対する言動

・家族がやれっていうからとりあえず薬を飲んでいる

・もうやめたい

・クリームを塗ってもすぐに落ちてしまう

・体力が落ちると治療が続かなくなるから毎日頑張って一万歩

歩いているよ

・治療を続けたいなら仕事をセーブしろと言われても、跡継ぎいな

いし
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治療やセルフケアに対する言動においては、とり
あえず薬を飲んでいる、もうやめたいなどの治療に
対し後ろ向きな言動や、一万歩歩くなど、セルフケ
アに対し誤った認識を持っているケースが見受けら
れました。

【考察】

HFSの発症者に対する共通事項として、年齢、性別、PSに明らかな関連
性は見いだせなかった。

発症者の家族背景や社会的背景より、家事や介護、理容業、土木作業な
ど手足の物理的刺激が避けられない環境下にある事が挙げられた。

HFSのケアとして、清潔・保湿・刺激の除去が挙げられる。

そのため、手足の物理的刺激の避けられない環境下にある職業への就
業や、家族背景のある患者において発症リスクが高まると推測される。

また、治療に対し消極的な発言が聞かれるケースもあり、セルフケアに対
しても消極的となる傾向にありHFSの発症リスクが高まることが推測され
た。

考察です。
ハンドフットの発症者に対する共通事項として、

年齢、性別、PSに明らかな関連性を見出すことは
できませんでした。

しかし、発症者の家族背景や社会的背景より、家
事や介護、土木作業や理容業など、手足の物理的刺
激の避けられない環境下にある事が挙げられます。

そのため、手足の物理的刺激の避けられない環境
下にある職業への就業や、家族背景のある患者にお
いて発症リスクが高まると推測されます。

【結論】

HFSの発症者に対する共通事項として、年齢、性別、PSに明らか
な関連性は見いだせなかった。

手足の物理的刺激が避けられない職業への就業や家族背景は

重症化する要因の一つと推測され、今後は社会的背景を考慮し
た指導を行っていきたい。

結論です。
ハンドフットの発症者に対する共通事項として、

年齢、性別、PSに明らかな関連性は見いだせませ
んでした。

しかし、手足の物理的刺激の避けられない職業へ
の就業や家族背景は重症化する要因の一つと推測さ
れ、今後は社会的背景を考慮した指導を行っていき
たいと思います。

御清聴ありがとうございました。




