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【目的】
化学療法を受けるがん患者は多くの症状を経験す

るが、個人差が大きい。そのため、より焦点化した
症状緩和治療が必要な患者群の同定が望まれる。本
研究は、化学療法を受けるがん患者を様々な症状の
有無により分類したサブグループ分類を同定し、サ
ブグループ間で患者背景・臨床的特徴や QOL 評価
を比較する。

【方法】
多施設共同の縦断研究のデータを用いた。対象者

は外来化学療法を受ける成人がん患者（乳がん、消
化器がん、婦人科がん、肺がん）で、582 名の回答
を用いた（応諾率 60％）。症状は、次の化学療法サ
イクル開始の前週での 32 症状を MSAS により評価
した。QOL は、一般的な健康関連 QOL 評価尺度
SF-12 と疾患特異的 QOL 評価尺度 QOL-PV を用い
て評価した。患者のサブグループ分類は潜在クラス
分析（注：カテゴリカル変数での因子分析）により
行った。頻度の少ない症状を除いた 25 症状の有無
を用いて分析した。

【結果】
潜在クラス分析の結果、同様の症状を有する患者

の 3 サブグループが同定された。最も多くの症状を
有する「多症状」群に患者の 14％が分類され、25
症状の有症率は 70~100％程、症状数は平均±標準偏
差 20.3 ± 2.7 であった。中程度の数の症状を有する

「中症状」群に患者の 50％が分類され、25 症状の有
症率は 40 ～ 60％程、症状数は 12.9 ± 2.6 であった。
最も少ない症状を有する「少症状」群に患者の 36
％が分類され、25 症状の有症率は 10 ～ 40％程、症

1.�がんやがん治療に関する情報では外来
化学療法中のがん患者の症状を予測で
きない：症状の有無による患者分類

状数は 5.7 ± 2.3 であった。「多症状」群は有意に、
若年で、女性や非白人が多く、未婚で、世帯収入が
低く、PS が低く、併存疾患が多かった。SF-12 や
QOL-MV は、「少症状」群 >「中症状」群 >「多症状」
群の順に評価が低下した。

【結論】
多くの症状を有する化学療法を受けるがん患者が

一定数おり、その患者の QOL は低下していた。
【コメント】

有する症状の数で化学療法中のがん患者を分類し
た結果、約 1 ～ 2 割の患者が非常に多くの種類の症
状を有していることが示された。これら症状に苦し
む患者に対する症状緩和は重要な課題である。多症
状の患者群での特徴（若年、女性、未婚、低収入、
低 PS など）を有する患者の場合はより症状に注意
し、予測的に対応することが可能であろう。一方、
がんやがん治療と患者分類に関連は示されなかった
ため、現状では、どのような治療を受けるがん患者
に対しても丁寧な症状アセスメントが求められる。
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【目的】
スピリチュアルケア (SC) は終末期ケアのコアドメ

インと定義され、医療者による SC の提供の重要性
が指摘されているが十分に行われているとは言えな
い。本研究では、看護師および医師の SC 提供に関
する希望を明らかにし、SC 提供のバリアとなる 11
の潜在的要因について評価することを目的とした。

【方法】
2008 年 10 月から 2009 年 1 月に、ボストンの 4 つ

の教育施設を通して、適格基準を満たす看護師・医
師を合計 537 名リクルートし、オンライン調査を
実施した。調査内容について、がん診療の経験年

2.�終末期におけるスピリチュアルケアにつ
いて看護師・医師がバリアと感じている
こと
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数を含む対象者背景、対象者自身の宗教・スピリ
チュアリティとして Measure of Religiousness and 
Spirituality を用いて評価した。終末期のがん患者に
対する宗教的ケアや SC の希望については「SC を提
供したいと感じる頻度」や「SC を実際に提供する
頻度」などについて「まったくしない～いつもする」
の 7 件法と直近 3 症例に関する SC 提供の有無につ
いて評価した。また、SC 提供のバリアとなりうる
11 要因のスコアリング法を開発し、評価を行った。
さらに SC を適切に提供するためのトレーニングを
受けたいかの可否について回答する項目を設けた。

【結果】
回答数は 332 名 ( 回答率 =63%)、そのうち看護師

が 118 名、医師が 204 名であった。
終末期ケアにおいて看護師の 74％、医師の 64％

が SC を提供したいという希望を持っている一方、
看護師・医師合わせて 40％が希望するよりも実際に
は SC を提供できていないと回答した。SC 提供のバ
リアで最も回答割合が高かった要因は、看護師では

「プライバシーが保たれたスペースの欠如 (74％ )」、
医師では「時間の欠如 (73％ )」であった。今後、SC
のトレーニングを希望しなかった回答者の割合は低
かった ( 看護師：21％、医師：49％ )。SC を希望し
なかった対象の要因として「自身のスピリチュアリ
ティの評価得点が低い (P<0.001)」「男性 (P<0.001)」
があげられた。

【結論】
今後の SC トレーニングが、医療従事者による SC

の提供に重要な役割を果たすことが考えられる。
【コメント】

近年、わが国でも終末期における宗教的ケアやス
ピリチュアルケアの重要性について関心が高まって
いる。しかし、宗教的ケアやスピリシュアルケアの
定義や、その具体的な内容などについては明確では
ない。本研究は米国での知見であるが、今後、宗教
観や文化・慣習が異なるわが国においても、医療者・
患者ともに宗教的ケアやスピリチュアルケアのニー
ズやその内容、バリアなど、詳細に踏み込んだ研究
が行われることが期待される。


