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エンゼルケアにおける創部処置の検討
－タンパク質固定作用のある薬剤の効果－

発 表 者 石川 のぞみ （岩手県：奥州市国民健康保険まごころ病院）

共同研究者 小原 佳枝、高橋 真由美、小田島 まゆみ、佐藤 智佐子

�WJð'8���
Êí�B�Ú�

T W£9[H�ñÄ�7�Çâ�I�T

K���Lº«OPQ¬R{Ì�-��

M N ¾ �O# + ï P Q

- R ;�À +ÇK {è#

¸ � S¸Ä

1¬����

¬{��e_17�1�Ñ��WJð×ó9�Þ6�*�Å�WJ
ð'8�íÝÍ�Ù�ÅÌPQÖTU#8Ñ���´µ�V�
���,

¬ASO�Ñ�¶·�WÛ�Êí�BÖÅ-��Z�X)�<5
�����Bõö�ÅYZ�¼��u@7��,

¬ö}�}��Ñ�Å[x��/ÖÈÉÅ�Bõö����

4��@7�Å W£9[H�ñÄ�7�ÇâI��ÕÄ&�
õö�$��,

¬Ú�ùÅ����@7ï��������a&�,

はじめに、当院は平成１７年１月よりエンゼル

メイクの導入と共に、エンゼルケアの見直しを

行い、ご家族や葬儀業者より良い評価を頂いて

いる。

しかし、ASOによる下肢の壊死等創部処置

や、それに伴う臭気を抑えるための処置方法に、

困難を感じる事があった。

今回、法医学の医師による、遺体の変化や管

理、処置方法について学ぶ機会があり、タンパ

ク質固定作用のある薬剤を利用する方法を知

り、検討した結果、良い結果が得られたのでこ

こに報告する。
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倫理的配慮についてはご覧の同意を得た。

3¬õ_`³

¶ W£9[H�ñÄ�7�Çâ�a�

»{Ì�-tb9�íc

¾�Bõö�td

研究項目は３項目とし、順を追って説明する。
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タンパク質固定作用のある薬剤の選出につい

て。何故、タンパク質固定作用のある薬剤を使
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用するのか説明する。

健常者では病原性を示さない細菌であって

も、ご遺体においては腐敗、悪臭、膿、浸出液

などの悪影響を示す場合がある。褥瘡部や創部

への処置として、患部のタンパク質を固定する

ことが最も効果的で、フェノール系、アルデヒ

ド系、アルコール系薬剤が適していると考えら

れており、火葬までの患部状態の悪化を防ぐこ

とを目的として使用する。また、ゲル系薬剤は

持続効果が高いとされている。

選出のポイントについて、

・院内に在庫しているもの

・薬剤単価が安いもの

・薬剤臭が強くないもので取り扱いが簡単な

もの

・在宅でも使用できるもの

とし、次の薬剤に決定した。
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この表は決定した薬剤を、単価も併せて一覧

にしたものである。フェノール系から液状フェ

ノール、アルコール系からエタノール、ゲル系

薬剤はエンゼルケア用に購入したMPゲルの３

種類である。
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まごころ実験室の開催について。実験は薬剤

効果を確認し、エンゼルケア後の患部の悪化、

汚染、腐敗の遅延に効果的且つ安全に使用でき、

薬剤臭など、看護師の身体に及ぼす影響を確認

することを目的とした。

実験方法について、注意事項はご覧の内容と

した。方法は、創部と見立てた同じ大きさの鶏

胸肉３枚を準備、各薬剤を５ccずつ準備し、薬

剤を肉の中央約３cm幅で塗布する。塗布直後

よりご覧の時間毎に塗布面の観察、薬剤臭の観

察をし、２４時間後で肉を縦に切り断面の観察を

した。
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実験結果とまとめ。エタノールは変化が見ら

れず、効果が期待できないと判断した。

液状フェノールは、塗布直後より白色に変化が

見られ、液体のため周囲に少量の薬液の流出を

認めたが、２４時間後の断面は塗布面上層から２

mm固く、タンパク質固定化を確認した。

MPゲルはゲル状のため、周囲に薬液流出す

ることはなく、ゲルは塗布面に残ったままだっ
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たが、２４時間後の断面は５mm固く、タンパク

質固定化を確認した。

以上の結果から、液状フェノールとMPゲル

は薬剤効果が期待できると判断し、当院では液

状フェノールとMPゲルを使用することにし

た。

薬剤臭に関しては、液状フェノールは少し気

になる程度で、MPゲルは実験中より薬剤臭が

強く、少し目に染みるというスタッフもいたが、

気分不快を訴えるスタッフはいなかった。
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処置方法の実践。これは、実際にフェノール

を使用した処置の写真である。

上の写真は仙骨部の褥瘡である。フェノール

塗布後白色に変化し、タンパク質固定作用を確

認できる。

下の写真は、ASOによる膝下からの壊死があ

る。フェノール塗布後、炭疽化し乾燥している

所は黒色のまま変化せず、ウェットな状態があ

る所は白色に変化している。腐敗臭は生前から

あったが、処置後は臭いを抑えていることを確

認できた。

後日、葬儀業者に確認したところ、創部から

の汚染、腐敗臭もなく、ご家族も側で見守り、

火葬まで経過したとのことだった。
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考察。当院で行うエンゼルケアの約１割は創

部が広範囲、浸出液などの汚染が多量、悪臭が

あり、実験で薬剤臭や肉眼的な薬剤効果を確認

した後、タンパク質固定作用のある薬剤を使用

した事は、画期的な解決策となった。

ご遺体の変化や管理は、私達医療従事者も知

識を持っていれば、帰宅後の創部などの汚染、

腐敗臭など早期の処置で遅延することができる

のではないかと考える。
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おわりに、死後の処置は５０年間同じ処置方法

と言われている。

当院のエンゼルメイクは、その人らしい、安

らかな最後の顔にこだわり、ご家族がケアを同

伴することで家族の死と向き合い、体に触れて

もらうことで、何かしてあげることができたと、

納得して頂けるようなケアを目指してきた。

遺体の変化はどの遺体にも起こる自然な現象

であり、変化を遅延させるための処置は、グリー

フケアも併せ、私達看護師の大事な役割ではな

いかと感じ、今後も検討を重ねて行きたいと思
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・参考文献「ご遺体の変化と管理」

著者 伊藤 茂
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