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抗がん剤による治療は、がんを縮小させるだけでなく、生活の質
（ＱＯＬ）を維持・向上しながら治療を継続できるように、様々な副作用
の対策も合わせて行われます。

がん化学療法の治療では末
まっしょうしんけいしょうがい

梢神経障害（手足のしびれや痛みなど）
をおこす可能性のある抗がん剤が使われることがあります。ひとたび
手足にしびれや痛みを感じるとその症状は継続し、日常の様々な
動作に支障をきたし、QOLを低下させることがあります。家事などで
手を使う際に思わぬけがをする可能性もあり、軽視することができ
ない副作用です。

残念ながら今のところ、末梢神経障害に対する根本的な治療方法は
ありません。そのため、症状が進まないように早めに対応することが
大切になります。この冊子では、初期の段階で気づいてほしい症状
や、症状がおきたときに日常生活を
どう過ごせば良いのかをまとめて
います。わからないことがありまし
たら、いつでも主治医や看護師、
薬剤師にご相談ください。
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感覚神経
「痛みを感じる」「見る」「聞く」など、
感覚に関する情報を中枢神経に伝え
ます。

運動神経
中枢神経からの指令を受けて、 全身の
筋肉を動かします。

自律神経
じりつしんけい

体温や血圧、内臓の働きを調整します。

コ ラム

しびれを感じるのはなぜ
？

正常な神経細胞が抗がん剤の影響を受けると、細胞内の軸索や細胞体
といった部位が傷ついてしまいます。
傷ついた部位から異常な電気信号が発生し、それを脳がキャッチする
と、しびれなどとして感じます。

じくさく さいぼうたい

参考：長谷川 修；治療 93（1）；122-127, 2011

神経細胞

細胞体

軸索

電気信号

傷つく部位はお薬の種類
によって異なります。

〈末梢神経の種類と働き〉 〈末梢神経障害はどうしておこるの？〉
末梢神経とは、脳や脊

せきずい
髄（中

ちゅうすうしんけい
枢神経という）からでて、からだのすみずみまではり

めぐらされている神経の総称です。末梢神経は、中枢神経と目や耳などの感覚器官
や全身の筋肉、皮

ひ ふ
膚などをつなぐ電線のような働きをしていて、その働きの違いに

より次のような種類に分けられます。

抗がん剤はがん細胞を攻撃するだけでなく、正常な細胞にも影響をおよぼします。
神経細胞が抗がん剤の攻撃を受けると、神経はそれぞれの役割をうまく果たせなく
なり、その結果しびれや痛みを伴う末梢神経障害があらわれます。
抗がん剤による末梢神経障害は、「感覚神経」と「運動神経」におこりやすいといわ
れています。

末梢神経障害とは？
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部位 手や足、特に両方の足先が多いといわれています。
（片方だけの場合もあります。）

初 期 に気づいてほしい症状

症状 ●しびれ（ピリピリ・ビリビリ）
●痛みを感じる
（ジンジン・刺すような・やけるような）
●ほてる
●感覚がにぶい

部位

症状

次第に足先から上方にひろがり、ひざ下全体から手や爪、腕、
お腹や胸にまで症状がおよぶことがあります。

症 状 が進行すると・・・

抗がん剤の種類によっては、手足
以外にも耳鳴りや難聴といった
症状がみられることもあります。
　

なんちょう

初 期 に気づいてほしい症状
●筋肉に力が入らない
●物が持ちにくい
●手や足が動かしにくい

悪化すると、立ち上がったり歩くことが
できなくなることがあります。
ごくまれにですが、物が飲み込みにくい、
呼吸が苦しいなどの強い症状がおこる
ことがあります。

症 状 が進行すると・・・

●尿が出にくくなる
●便秘になる
●汗が異常に出る（あるいは汗が出ない）
●立ちくらみがする

自律神経系の症状は感覚神経や運動神経ほど目立ちませんが、 以下のような
症状がみられることがあります。

〈しびれ・感覚の違和感(感覚神経系の症状)〉 〈動作の違和感(運動神経系の症状)〉

こんな症状はありませんか？

〈自律神経系の症状〉
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しびれや痛みといった感覚は患者さん自身にしかわからず、感じ方も人それ
ぞれです。これらの表現を参考にしてみましょう。

「しびれ・感覚の違和感」

●ジャリの上を歩いているみたい
●スリッパをはいていて、脱げてもわからない
●じゅうたんの上にいるみたい
（厚い物が足と床の間にあるように感じる）
●長時間正座したみたい
●手足に麻酔がかかっているみたい

●洋服のボタンがはめにくい
●歩きにくい
●包丁が持ちづらい
●リモコンの操作がしづらい
●コップやお茶碗を落としてしまう
●カンのタブやペットボトルの
ふたが開けづらい

●地面に足をついたとき、
ひねって捻挫した
●椅子から立ち上がりにくい
●階段が登りにくい
●歩くとつまずいてしまう

動作に関する症状は患者さんだけでなく、ご家族の方も気がつくことが
できます。日ごろから気をつけてみましょう。

「動作の違和感」

Q いつごろ症状があらわれ始めますか？
一般的には、投与開始から数週間～数ヵ月といわれています。お薬によっても
異なりますので、投与されているお薬ではいつごろあらわれやすいのか、 主治医
に確認してみましょう。

Q どのくらいしびれや痛みは続きますか？
症状が軽ければ半年～1年、症状が進行した場合は
長期にわたり、しびれや痛みが続きます。症状が進行
すると、回復にも時間がかかるようになるため、 症状
が軽いうちに主治医に相談しましょう。

Q 薬の副作用以外でも末梢神経障害はおこりますか？
がんの転移などが原因で、末梢神経障害がおこることがあります。抗がん剤に
よる末梢神経障害では、しびれが特徴的な症状です。
自分で判断せずに、主治医に相談しましょう。

こんな症状はありませんか？

〈具体的な感覚・症状〉
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Tr
y!

Tr
y!

症状をやわらげるお薬があります

痛みに対しては、NSAIDs（非ステロイド性抗炎症薬）や鎮痛薬などが使わ
れ、患者さんの状態に応じて選択されます。
また、しびれに対してはビタミン薬や漢方薬などが使われる場合もあります。

ちんつうやく

〈症状をやわらげるためには〉
がんの薬物治療でおこる末梢神経障害は、ひとたびおこってしまうと長びくこと
がありますが、早い段階からきちんとケアすれば、抗がん剤を中止したり減量して
も、治療を再開することができます。
症状のある部位を温めたり、運動やマッサージをすると、血液の流れがよくなり、
しびれや痛みがやわらぐことがあります。あなたに合う方法を試してみましょう。

冷え切っている場合、実際の温度以上に熱いと感じるため、注意しましょう。
温度によっても違いがあり、40℃くらいのお湯ではしびれを強く感じる場合
があります。

夏場でも素足でいるのは避けましょう。
靴下は、足を締めつけない・滑りにくい物を選びましょう。

この他にも、血流を良くする方法として、水とお湯に交互に手や足をつける方法など
があります。水がより冷たく感じられるなど、敏感になっている場合もありますので、
無理のない範囲で行ってみましょう。

末梢神経障害がおこったら

温める

手指の運動やマッサージをする

しびれている部位をお湯につけてみましょう

手を握ったり開いたりする運動や、自分が気持ちいいと感じる
範囲のマッサージを行いましょう

手袋や靴下を着用し、保温しましょう タオルを丸めた物やスポンジを
活用しましょう
丸めたタオルやスポンジボールを握った
りすることで、血液の流れもよくなり、
こわばりの予防にもなります。

1

2
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C
he

ck! このような道具もあります

日常生活をしやすくしてくれる物として、
ユニバーサルデザイン※の道具や介護用の
道具があります。

※ユニバーサルデザイン
誰にとっても使いやすいように作られたデザインのこと
です。文房具店や百貨店などで購入できる物もあります。

取っ手が大きく、つかみ
やすいようなマグカップ

手に力が入らない人でも
使いやすい包丁

例

〈日常生活の工夫やポイント〉
しびれたり感覚が鈍くなったことが原因で、ケガややけどのおそれがあったり、これ
までできていた動作がやりにくくなるかもしれません。
日常生活では、次のようなことに気をつけましょう。

●包丁の代わりにピーラーを使う
●最初からカットされている野菜を利用する
●熱い物には直接触らず、鍋つかみや水温
計を利用する

●ゴム手袋を使う
●食器あらいは温水で

●ボタンの無い服や、ボタンのはめやすい服を着る
●保温性のある物を身につける
●スリッパは脱げにくい物を選ぶ
●締めつけない靴下や靴を履く
●靴は試着してから購入する

●適切なケアを続けていくために、症状の部位や程度を観察しましょう
あざや傷に気づかないこともありますので、入浴時などに全身をチェックしま
しょう。

●低温やけどに注意しましょう
感覚が鈍っていると気づきにくいため、カイロの長時間貼付を避け、ストーブ
のそばに長時間いないようにしましょう。

●重たい物を持たないようにしましょう
カートを利用したり、家族の方に持ってもらいましょう。

●深爪に注意
しびれていると深爪になってしまうことがあります。

●小さな段差にも注意する
●つまずきそうな物を床におかない
●カーペットは滑りにくい物にする

末梢神経障害がおこったら

家事の工夫

衣服の工夫

その他のポイント

身の回りの整頓
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気になる症状があらわれていないか、 
気をつけてみましょう
過敏になりすぎる必要はありませんが、しびれをはじめ、
何か気になる症状があらわれていないか、日ごろの生活
の中で注意してみましょう。

がまんせず、症状を伝えてください
患者さんの中には、「しびれのせいで治療を中止したく
ない」、「痛みや吐き気ほどひどくないから」という理由
から、がまんしてしまう方もいらっしゃいます。
もし思い当たる症状があらわれたときには、決してがまん
せず、主治医や看護師、薬剤師に症状を伝えてください。

頑張りすぎにはご注意を
手に力の入らない状態で自転車に乗り、ブレーキを
かけられず転んでしまったなど、自分では大丈夫と
思っていてもケガをしてしまうことがあります。あせ
らず無理をせず、ときにはご家族の方に手伝ってもらう
などして、できることから取り組んでみましょう。

あなたが、抗がん剤の治療中も、
できるだけ普段通りの日常生活を
送れるよう願っています。

立ちくらみがする
汗が異常にでる
(あるいはでない) しびれる（ピリピリ・ビリビリ）

ほてる
感覚がにぶい

痛みを感じる
(ジンジン・刺すような・やけるような)

手足

メモ

尿がでにくい
便秘になる

筋肉に力が入らない
物が持ちにくい
手や足が動かしにくい

おわりに 症状チェックシート

〈あなたの症状を書き込んでみましょう〉
●あてはまる症状にチェックをいれましょう。
●手足のしびれや痛みのある部位に印をつけましょう。（例：○で囲むなど）
●下記で示した症状以外にも気になる症状がある場合は、5～8ページを
参考に、メモ欄に書きましょう。


