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当院のかゆみ調査より
かゆみの有無（男女別）

表2．かゆみ有77名の年代別内訳[%]

(全111名)
かゆみ有
(77名中の割合)

20代：1名 1名 (1.3％)

30代：7名 6名 (7.8％)

40代：9名 9名 (11.6％)

50代：23名 15名 (19.5％)

60代：38名 24名 (31.2％)

70代：23名 17名 (22.1％)

80代：10名 5名 (6.5％)



HD・HDF ５～６時間/回
在宅自由なHD

セルフケアレベルに応じ
HD中のスキンケア

訪問看護が、家庭環境をサポート
在宅でのスキンケア支援
セルフマネジメント教育
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• 痛み」と「痒み」はどちらも不快な症状で不眠や疲労感
をもたらし患者のQOLを著しく低下させる．

• 痛み
「罪の報い」「悪魔の呪い」など人々に恐怖や死の予測ととも
に捉えられた（ハンムラビ法典、BC18Ｃ）

＊Pain：ラテン語「poena」ギリシャ語「poeine」に由来。
「penalty (刑罰)」「punishment (処罰)」の派生

• 痒み
バビロニア時代（BC20Ｃ）
古代ギリシャ/ローマ時代（BC7-8）疥癬「痒み」が兵力に影
響。

ナポレオン時代-痒みのため戦力低下．

はじめに
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文献：

今ではどちらも生命の危険信号と捉えられるが

「痛み」に対する治療は、ほぼ確立された

一方、

「痒み」に対する根本的な治療はない



かゆみ 痛み ふたつの共通点

• 痛みもかゆみも、習慣的・精神的な要素が強く、ひとつ
の物差しでは測れない。

• どちらも、本人のが感じるもの

• どちらも好まれない

• なかったら、危険であり死につながる

• どちらも、周囲に伝染する。



かゆみといたみ

• いたみ

組織損傷が実際に起こった時、あるいは起こりそう
な時に付随する不快な感覚および情動体験、あるいは
それに似た不快な感覚および情動体験

（2020年国際疼痛学会：IASP 定義）

日本疼痛学会 （1979年 痛みの問題研究会から発足 800名）

日本慢性疼痛学会（1982年研究会から発足 710名）

日本頭痛学会、日本ペインクリニック学会、日本運動器疼痛学会、ほか

「患者の訴える痛み」が「痛み」＝

急性疼痛：第5のバイタルサイン－生命兆候

慢性疼痛：感じ方は個人差、意識レベルや情動的要因で変化



かゆみといたみ

・かゆみ

皮膚や粘膜を掻破したくなるような不快な感覚

（Haffenreffcr S：ドイツ人 1660年）

・皮膚掻痒症

皮膚病変が認められないにもかかわらず、

瘙痒を生じる疾患
（皮膚掻痒症診療ガイドライン2020：日皮会誌：130（7）,1589-1606,2020）

汎発性皮膚瘙痒症を惹起する内臓疾患

腎疾患：慢性腎不全，血液透析

肝・胆道系疾患、内分泌・代謝疾患、血液疾患、悪性腫

瘍、

神経疾患、精神障害・心因性、その他



いたみ と かゆみ に対するイメージ

いたみ
けが、筋肉痛
腰痛、肩痛、膝関節痛
腹痛、頭痛、胸痛
がん、ヘルペス

生命の危機、速やかな対
処が求められ、
対処される症状

かゆみ
デリケートゾーン
アトピー、皮膚炎、白癬
アレルギー、蕁麻疹
乾燥肌、しらみ、疥癬

生命に影響はない、仕
方がないもの
諦められる症状

「胸が痛む」
「心が痛む」
「頭が痛い」

「歯がゆい」
「むずかゆい」



透析患者の
かゆみの原因



起因
部位 かゆみの機序 治 療

①
皮
膚
の
か
ゆ
み

• 慢性腎不全に由
来するかゆみ物
質の蓄積

• かゆみメディ
エータ（仲介
者）過剰産生

• 外因刺激に対す
るかゆみ感受性
の亢進

• 中分子物質の蓄積
• Ca,Pの蓄積
• 副甲状腺ホルモン

• ヒスタミン
• サブスタンスP
• サイトカイン、IL-10

• 乾燥（角質の水分量低下、
発汗量低下）

• 痒覚神経の伸長とかゆみ
の閾値の低下

• 2次的な湿疹化

• 十分な透析
• 透析膜の改良

（PMMA膜）

• リン吸着剤
• VitD投与

• 抗ヒスタミン薬
• 抗アレルギー薬

• 保湿外用剤
• 紫外線UVB療法

透析患者と痒み①



起因
部位

かゆみの機序 治 療

②
中
枢
神
経

脳内の
かゆみの
制御メカニ
ズムの異常

オピオイド・ペプチド

＊皮膚や中枢神経にある4つの受容体のうち

μ受容体の内因性ペプチド（βエンドルフィン）
⇒かゆみを誘発

κ受容体の内因性ペプチド（ダイノルフィン）
⇒かゆみを抑制

κ（カッパー）

受容体作動薬

透析患者と痒み②
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看護の役割 -看護職の倫理綱領 前文より抜粋-

使命

人間の普遍的なニーズ（尊厳の保持、健康、幸福）

に応え、生涯にわたり健康な生活の実現に貢献する。

健康の保持増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の

緩和を行い、生涯を通して最期まで、その人らしく

人生を全うできるようその人のもつ力に働きかけな

がら支援することを目的とする。

看護職の倫理綱領： 2021年3月 公益社団法人日本看護協会



看護の概念

対象が本来持つ自然治癒力を発揮しやすい環境を整える

身体的支援
• 身体の保清、体位変換等、看護職自身の５感を働かせ身
体を道具として用いてフィジカルアセスメントを駆使

• 直接「触れる」ことによる親近感と親密さ

精神的支援
• 時間的、物理的に対象者の身近に存在し、親しみと話し
やすい存在

• 権利擁護者としての機能

社会的支援
• 対象の生活状況や社会背景に応じた支援

療養上の世話 および 診療の補助



痛みと看護 痛みの種類と看護

侵害性疼痛

外傷、火傷、打
撲、骨折など

神経性疼痛

神経の圧迫、切
断など

心因性疼痛

心理・社会的要
因による疼痛

人間関係のストレス、
不安など

痛みは
「主観」「体験」

1.アセスメント
2.アセスメント
3.アセスメント

深井喜代子：人の痛みを問い続けて,日本看護研究学会雑誌，34(1):17-20, 2011



看護職が行う疼痛ケア

• NIC（Nusing Interventions 
Classification）看護介入分類

• 看護介入を概念化し、系統的に
分類したもの

• 直接的ケア、間接的ケアの療法
が含まれる

• 患者だけでなく、家族や地域社
会を含めた実践的介入

• NANDA（看護診断）、NOC（看護成果分類）
と合わせてNANDA-NOC-NIC（NNN）



疼痛管理 40項目 ：NIC P479-480

定義（目標：患者が我慢できる程度の安楽レベルまで、疼痛を緩和または減少させる

疼痛の包括的なアセスメント

不快を示す非現言語的な手掛かりを観察する。

患者の疼痛体験を認め、患者の反応を受け入れたことを伝える治療的コミュニ
ケーション

疼痛に関する患者の知識や信念を探索する。

文化が疼痛反応に与える栄養を考慮に入れる。

疼痛経験がQOLに及ぼす影響を明らかにする

（睡眠、食欲、活動、認知、気分、人間関係、仕事の達成、役割責任）

疼痛を緩和する／悪化させる因子を患者とともに探索する。

過去の疼痛経験を評価する。

サポートを求め、入手できるように患者と家族を援助する。

患者の安楽アセスメント頻度を明らかする。

疼痛緩和を促進するために多様な方法を選択し実行する。

自分自身の疼痛モニターし、適切に介入するよう指導。

疼痛を伴う活動の前後と出来れば活動中、または疼痛が起こる前や増強する前
にほかの疼痛緩和の方法と合わせて非薬物的テクニックを使用するよう指導

中木高夫、黒田裕子監訳：掻痒管理,看護介入分類（NIC）P479-480 原著第6版



疼痛緩和の方法

A) 薬理学的方法
• 非麻薬性鎮痛薬 ・麻薬性鎮痛薬

• 向精神薬 ・局所麻酔薬

B) 理学的方法
• 温罨法/冷罨法 ・運動療法 ・マッサージ/指圧

• 電気刺激 ・鍼灸療法

C) 心理学的方法
• 催眠療法 ・リラクゼーション/瞑想

• 行動療法 ・バイオフィードバック

• 音楽療法 ・気晴らし療法

参考：疼痛管理の方法,Schmidt（1986）、NOC



痒みと看護 かゆみの種類と看護

侵害性掻痒

炎症、乾癬、環
境、ドライスキ
ン、薬剤性など

中枢性掻痒

神経線維障害
オピオイド

μ・Κ受容体関
連

心因性掻痒

心理・社会的要
因による掻痒

人間関係のストレス、
不安など

かゆみは
「主観」「体験」

1.アセスメント
2.アセスメント
3.アセスメント



掻痒管理 17項目 ：NIC P404

• 定義（目標）かゆみを予防し治療すること
掻痒の原因を明らかにする
皮膚破綻を明らかにするためフィジカルイグザミネーションを実施
耐え難い掻き傷を制限するために睡眠中、腕やひじにドレッシングまた
はシーネを装着する

薬用クリームやローションを塗布
鎮痒薬投与
オピオイド系拮抗薬を投与する
抗ヒスタミンクリームを塗布する
刺激を緩和するために冷たいものを装着する。

＜指 導＞
芳香のある入浴せっけんとオイルを避ける
家庭内で加湿器を作動する
フィットする衣服およびウールや合皮繊維製品を着用しない
手指の爪を短く切る
温／冷環境を避けることによって発汗を最小限にする
保湿、入浴を週に1階または2階に制限する
微温湯で入浴／保清し、皮膚を軽くたたいて乾かす
皮膚を広範囲なでるため手掌を用い皮膚を親指と人差し指で軽くつまむ

中木高夫、黒田裕子監訳：掻痒管理,看護介入分類（NIC）P404 原著第6版
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セルフケアが可能かどうか
患者の生活環境はどうか

高齢、独居、四肢運動障害
視力障害、神経障害を

アセスメント
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• A氏 透析歴５年 成人期 女性

• 原疾患 2型糖尿病 インスリン治療

• 既往/併存症
高血圧症、陳旧性脳梗塞、糖尿病胃腸症、

慢性便秘症、脂質異常症、閉塞性動脈硬化症、
ドライスキン、心因性めまい、過換気症候群など

• 社会的背景
両親、兄弟とともに生活

1年前より仕事をはじめ、仕事に対して意欲的で
ストレスもないと話す。

事例紹介



• 穿刺とともに
痒みが出現

• 治療/ケアで
は痒みは軽減
せず、激しく
掻破、抜針に
至ることも
あった。

激しいシャント肢の掻痒へのチーム介入

侵害性掻痒

穿刺針、ダイアライ
ザー、透析方法の変
更、保湿、栄養介入
服用薬剤の変更や調

整など

中枢性掻痒
ナルフラフィン

の服用
⇒ 消化器症状

で中止

心因性掻痒

人間関係のストレス
不安などの傾聴

寄り添い
冷罨法の実施、穿刺部

へのシール貼付

危険だと分かっていても
止められない掻破行動



Pruritus in haemodialysis patients: international  results from the Dialysis  Outcomes and Practice Patterns 
Study (DOPPS）Ronald L.PisoniらNephrol Dial Transplant(2006）21: 3495-3505

かゆみと疲労感の関係
・中等度以上のかゆみ患者の疲労感は2.3～5.2倍

かゆみ
無し

いくらか

かなり

相当に

ひどい
かゆみ



Pruritus in haemodialysis patients: international  results from the Dialysis  Outcomes and Practice Patterns 
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かゆみと疲労感の関係
・中等度以上のかゆみ患者の疲労感は2.3～5.2倍

かゆみ
無し

いくらか

かなり

相当に

ひどい
かゆみ

掻痒で患者は
疲れる

「もう、透析止めたい、疲れる」
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・中等度以上のかゆみ患者のうつ病は1.3～1.7倍

かゆみ
無し

いくらか

かなり

相当に

ひどい
かゆみ



Pruritus in haemodialysis patients:international results from the Dialysis  Outcomes and Practice 
Patterns Study (DOPPS）Ronald L.PisoniらNephrol Dial Transplant(2006）21: 3495-3505

かゆみとうつ病の関係
・中等度以上のかゆみ患者のうつ病は1.3～1.7倍

かゆみ
無し

いくらか

かなり

相当に

ひどい
かゆみ

うつ症状

「もう、死にたい」という発言
「もう嫌」
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A氏より

•痛いって言ったら優しくしてくれる。
でもかゆいって言うとみんな嫌な顔するし。

•“掻いたらダメ！！”って怒られる。

•「そばにいて！」

⇒ 共感するスタッフの存在効果

寄り添い、タッチング、声掛け、
安心 することの効果

「とりあってもらえない」
「言っても言っても分かってもらえない」
「わかってくれないのが、一番辛い」



「毎回同じことを看護師に、
言葉で言わねばならないほど、負担なこ
とはない。」 ナイチンゲール

痛い、痒いと、ことばでいうことも患者にとっては負担

気づき、患者の負担を軽減し、タッチングや気分転換で癒し

「痛みや痒みの閾値」を上げることも看護はできる。



• 痛み同様、かゆみの閾値にも適応

痛みの閾値に関連する因子

不快、不眠、疲労
不安、恐怖、怒り
悲しみ、うつ状態

倦怠感
内向的心理
孤独感

社会的地位の損失

症状緩和
睡眠、休憩

周囲の人々の共感
理解

人とのふれあい
気晴らし行動
不安の減退
気分高揚



皮膚は 第3の脳

看護師自身の手で

患者さんの皮膚に触れる

タッチングの癒し効果はもちろん

透析患者の皮膚の

ざらつき、乾燥、でこぼこ、硬さなど

指先の素晴らしい皮膚の機能は

感じ取ることができる

透析と同様の慢性掻痒症の一つアトピー患者は、
抱きしめられたり触れられることで症状が軽減する



おわりに

• 皮膚は「露出した脳」ともいわれ、手や足など皮膚
に「触れる」ことは，鎮痛にも鎮痒にも効果的な，
薬や機器を要せず時間も選ばない看護技術

• 看護師が，患者を全人的にアセスメントし，医療
チームで連携し介入をすれば，さらに、痛みや痒み
の閾値をあげることが可能になる

• 透析業務に忙殺されることなく、患者の苦痛に寄り
添いたい


