度群で持続痛コントロール 83%、VRS 中等度群で

1.がん性疼痛の「コントロールされている」
判断基準と突出痛の診断アルゴリズム
の精度
東北大学大学院医学系研究科保健学専攻
緩和ケア看護学分野

佐藤

一樹

Webber K, Davies AN, Cowie MR. Accuracy of a Diagnostic Algorithm to Diagnose Breakthrough Cancer Pain as Compared With Clinical Assessment. J
Pain Symptom Manage.2015;50(4):495-500.
【目的】
突出痛（breakthrough pain）は「オピオイド治
療によって持続痛が適切にコントロールされている
患者に発生する一過性の痛みの増悪」と定義される。
研究目的は、(1) 突出痛の診断アルゴリズムの精度
評価、(2) 持続痛コントロールの VRS (Verbal rating
scale) による判断の精度評価とした。
【方法】
英国のがん拠点病院、一般病院、ホスピスの 3 施
設で、がん性疼痛またはがん治療関連痛を有し、鎮
痛薬の定時投与を受けている成人の入院・外来がん
患者を対象とした。
突出痛の診断アルゴリズムは英国のガイドライン
を基に作成した。前週の痛みについて、質問 1：持
続痛はあったか、または鎮痛薬なければ持続痛があ
ったと考えられるか（”No”の場合は持続痛がない
ので質問終了）、質問 2：持続痛はどの程度であった
か（なし、軽度、中等度、強度の 4 段階の VRS、中
等度・強度の場合は持続痛がコントロールされてい
ないので質問終了）、質問 3：一過性の痛みの増悪は
あったか（”Yes”の場合は突出痛あり）のように

持続痛コントロール 51%、VRS 強度群で持続痛コ
ントロール 69% であった。患者の VRS による痛み
評価での持続痛コントロールの判断基準を「なし～
軽度」とした場合と「なし～中等度」とした場合の
専門家の診断に対する精度はそれぞれ、「なし～軽
度」感度 0.69、特異度 0.78、「なし～中等度」感度
0.97、特異度 0.20 であった。
突出痛の診断アルゴリズムの専門家による突出痛
の診断に対する精度は、感度 0.54、特異度 0.76、一
致度を示すカッパー係数 0.36 であった。
【結論】
突出痛の診断アルゴリズムの感度は不十分であっ
た。持続痛コントロールの判断基準を VRS 軽度ま
でから中等度までに変更すれば持続痛コントロール
判断の感度は増加するが特異度は大きく減少した。
現時点では突出痛の診断は包括的な臨床判断が最適
な方法であるが、持続痛コントロールの判断基準を
中等度までと改良した診断アルゴリズムはスクリー
ニングツールとして活用できる可能性がある。
【コメント】
本研究から突出痛のアセスメントの難しさをあら
ためて感じさせられた。また、臨床的な持続痛の
「コントロール」の判断が患者の VRS による痛み評
価で区別できないことも興味深い。近年、鎮痛治療
目標の新しい概念として”Personalized Pain Goal,
PPG”が提唱されている。PPG は患者個別の鎮痛治
療の目標を 0 ～ 10 の NRS による痛み評価で尋ねる
もので、米国の調査での PPG の中央値は 3 であっ
た。「痛みが軽度（NRS で 3 ～ 4 程度まで）は痛み
がコントロールされているとみなして良いが、中等
度（NRS で 4 ～ 7 程度）では痛みのコントロール感
は個別性が高い（さらなる介入の必要性も個別に判
断）」が現状の知見と考えられる。

突出痛を診断した。また、突出痛の真の診断として、
緩和医療学会の突出痛グループに所属する専門家が
持続痛のコントロールと一過性の痛みの増悪エピソ
ードを基に全体的な印象として突出痛を診断した。
【結果】
135 名から有効回答を得た。がん原発部位は胃
26%、乳腺 19%、泌尿器 19%、肺 12% の順で、PS
は 0 ～ 1, 25%、2, 33%、3 ～ 4, 41% であった。
持続痛コントロールの専門家の判断は、コントロ
ール 95 名、非コントロール 40 名であった。患者に
よる痛みの VRS ごとでは、VRS 痛みなし群で専門
家による持続痛コントロールの診断 100%、VRS 軽
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2.終末期についての話し合いにおける医
師の態度に関する全国調査：何が終
末期についての話し合いの時期を決
定するのか？
聖隷浜松病院

緩和医療科

森

雅紀

Mori M, Shimizu C, Ogawa A, Okusaka T, Yoshida
S, Morita T. A National Survey to Systematically
Identify Factors Associated With Oncologists' At● 59 ●
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titudes Toward End-of-Life Discussions: What Determines Timing of End-of-Life Discussions? Oncologist. 2015 Nov;20(11):1304-11.
【目的】
終末期についての話し合い（End-of-life discussions
(EOLd)）は、進行期がん患者の意向に沿ったケアの
提供に有用であるが、終末期まで行われないことが
多い。EOLdの時期に関するがん治療医の要因を明
らかにすることを目的に調査研究を行った。
【方法】
日本臨床腫瘍学会のがん薬物療法専門医・指導医

【コメント】
診 断 時 か ら の 緩 和 ケ ア に は、 適 切 な 時 期 で の
EOLd や事前ケア計画の支援も必須になる。EOLd
の障壁として、医療者・患者・家族・システムなど
多様な要因が知られている。今回、医師の考え方が
どのように EOLd の実践に関与しうるかが明らかに
なった。医師要因の如何を問わず個々の患者・家族
にとって望ましい時期に EOLd が行われるために
は、緩和ケアチームにとって治療医の考えや困難感
を知り、必要に応じて共に対策を練ることが有用と
思われる。

で、がん診療連携拠点病院に在籍している医師を対
象とした質問紙調査。転移がんの診断を受けた患者
の仮想症例に基づき、予後、ホスピス、終末期の療
養場所、DNR についていつ患者と話すかを質問し、
EOLd に関する医師の体験や考え、望ましい死につ
いての医師の考えを尋ねた。診断時に EOLd を行う

3.専門的緩和ケアを受けている終末期
がん患者に対する持続的な深い鎮静
の生存期間への影響：J-Proval 研究

要因を多変量解析で同定した。
【結果】

大阪大学医学部附属病院オンコロジーセンター

490 名 ( 回答率 57%）のうち、仮想症例に関して、

前田

一石

予後、ホスピス、終末期の療養場所、DNR につい
て診断時に話すと答えたのは、各々 34%、14%、
9.8%、4.2% だった。多変量解析の結果、診断時に予
後を伝える医師の独立した要因は、自律が望ましい
死にとって重要という考え（オッズ比（OR）1.34;
p=0.014）、予後予測に関する困難感が低いこと（OR
0.77; p=0.012）、血液内科医（OR 1.68; p=0.016）だ
った。診断時にホスピスに関して話す独立した要因
は、人生の完成が望ましい死にとって重要という考
え（OR 1.58; p=0.018）、死について話すつらさが少
ないこと（OR 0.67; p=0.002）、死亡まで主治医とし
て診療しないこと（OR 1.94; p=0.031）が挙げられ
た。また、診断時に終末期の療養場所について話す
独立した要因は、人生の完成が望ましい死にとって
重要という考え（OR 1.83; p=0.008）、死について話
すつらさが少ないこと（OR 0.74; p=0.034）だった。
最後に、診断時に DNR について話す独立した要因
は、死について話すつらさが少ないこと（OR 0.49;
p=0.003）だった。
【結論】
がん治療医が適切な時期に EOLd を行うために
は、望ましい死に関する自身の価値観が EOLd の実
践に影響しうると認識すること、妥当性の検証され
た予後予測尺度を知ること、死について話すつらさ
に対処するスキルを習得することなどが有用であろ
う。
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Maeda I, Morita T, Yamaguchi T, Inoue S, Ikenaga
M, Matsumoto Y, Sekine R, Yamaguchi T, Hirohashi T, Tajima T, Tatara R, Watanabe H, Otani H,
Takigawa C, Matsuda Y, Nagaoka H, Mori M, Tei Y,
Kikuchi A, Baba M, Kinoshita H. Effect of continuous
deep sedation on survival in patients with advanced
cancer (J-Proval): a propensity score-weighted analysis of a prospective cohort study. Lancet Oncol. 2016
Jan;17(1):115-22.
【目的】
専門的緩和ケアを受ける終末期がん患者に対す
る 持 続 的 な 深 い 鎮 静（continuous deep sedation:
CDS）の生命予後への影響を検討すること。
【方法】
2012 年 9 月～ 2014 年 4 月に日本国内 58 の緩和ケ
ア施設（緩和ケアチーム、緩和ケア病棟、在宅緩和
ケア）で実施された終末期がん患者の予後予測に関
する多施設前向き観察研究（J-Proval 研究）のデー
タを利用したサブ解析。年齢、性別、原発巣、転移
の有無、PS、認知機能、1 か月以内の化学療法、症
状、治療場所を用いて傾向スコアを算出し、スコア
による重みづけ（inverse probability of treatment
weighting 法）によって交絡調整を行い、CDS 実施群・
非実施群間の入院から死亡までの日数を比較した。
【結果】
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研究に登録された 2,426 人中、180 日以上生存し

DiBiasio EL1, Clark MA1, Gozalo PL1, Spence

た 289 人、欠損値を有する 310 人を除外した 1,827

C2, Casarett DJ3, Teno JM4.Timing of Survey

人が解析対象となった。CDS の実施率は 15% で、

Administration After Hospice Patient Death:

治 療 場 所 に よ る 差 は み ら れ な か っ た（p=0.10）。

Stability of Bereaved Respondents. J Pain Symptom

CDS に使用された薬剤は 84% がミダゾラム、9%

Manage. 2015 Jul;50(1):17-27.

がフェノバルビタールであった。入院からの生存
期間中央値は、CDS 実施群 27 日、非実施群 26 日
であった ( ハザード比 0.91, 95% 信頼区間 0.81-1.05,
p=0.21)。傾向スコアによる重みづけを行うと、生存
期間中央値は、CDS 実施群 22 日、非実施群 26 日（ハ
ザード比 1.01, 95% 信頼区間 0.87-1.17, p=0.91）とな
った。年齢、性別、PS、治療場所、死亡前の輸液量
によるハザード比の変化を交互作用項を含むモデル
により検証し、有意な生存期間の短縮と関連するサ
ブグループは認めなかった。感度分析として、ミダ
ゾラム以外の薬剤を CDS に使用した者、傾向スコ
アが高いまたは低い集団を除いた解析を行ったが、
結果は変わらなかった。

終末期におけるケアの質の評価は、遺族による代
理評価が一般的であるが、遺族調査において、最も
信頼できる回答は死別後いつの時点での回答である
かについては明らかになっていない。本研究の目的
は、ケアの質に関する遺族調査の最も適した時期を
明らかにすることと、悲嘆が終末期のケアの質の評
価に影響するかどうかについて明らかにすることで
あった。
【方法】
ホスピス 6 施設において死亡した患者の遺族に対
して、ケアの質の代理評価を目的とした自記式質

【結論】
本研究が実施された専門的緩和ケアのセッティン
グでは、CDS は患者の生存期間を短縮させなかった。
終末期の耐え難い苦痛を有する患者において、CDS
は有用な苦痛緩和の手段となり得る。

問紙または電話インタビューによる調査を実施し
た。ケアの質は Family Evaluation of Hospice Care
(FEHC) 改訂版、遺族の悲嘆の程度は Inventory of
Complicated Grief-Revised Short Form (ICG-R) を使
用して評価した。ケアの評価の安定性については、

【コメント】
わが国の「苦痛緩和のための鎮静に関するガイド
ライン」では、有効な緩和治療のない耐え難い苦痛
を有する患者で、予後 2 ～ 3 週間以下と考えられる
者を CDS の対象とすること、緩和ケアの専門家が
適応の判断・実施に関与することを勧めている。本
研究の結果は、このような枠組みの中で行われた鎮
静に関する結果であることに留意が必要である。す
なわち、週単位以上の予後を有する患者・実存的苦
痛に対する鎮静、非がん患者・専門的緩和ケアを受
けていない患者に対して CDS が実施された場合や、
鎮静の実施と共に輸液・栄養を中止した場合には予
後が短縮する可能性がある。今後、鎮静の適応や方
法ごとに予後への影響が異なるかについての検討、
安全に実施できる鎮静プロトコルの確立などが必要
である。

期間 ( 死別後 3、6、9 カ月 ) と悲嘆の変化 ( 改善あり、
悪化、変化なし ) それぞれにおける回答の一致度と
カッパ係数を算出した。
【結果】
死別後 3、6、9 カ月における回答数はそれぞれ、
536 件、529 件、467 件で、全体の有効回答率は 49%
(643 名 ) だった。死別後 3 ～ 9 カ月の FEHC 主要項
目のカッパ係数は 0.54 で、在宅ホスピス用項目では
0.58、ナーシングホーム用項目では 0.54 だった。悲
嘆の程度が大きく変化した場合でも、FEHC 主要項
目において中程度から高い結果の安定性がみとめら
れた。
【結論】
死別後 3 ～ 9 カ月の間では、ケアの質に対する遺
族の代理評価について安定した結果が得られること
が明らかになった。本研究結果から、死別後に転居

4.ホスピスケアを受けて死亡した患者の
遺族を対象とした調査のタイミングと回
答の安定性
東北大学大学院医学系研究科

【目的】

緩和ケア看護学分野
青山
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真帆

する可能性やリコールバイアスを考慮し、死別後 3
カ月程度での調査が望ましいと考えられる。
【コメント】
遺族の精神面の配慮または、遺族の精神状況が回
答に与える影響に関する考慮から、調査時期は様々
な議論がされており、先行研究においても数週間～
半年程度と調査時期には幅がある。本研究結果は、
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死別後期間や悲嘆の程度によってケアの質の代理評
価は影響を受けないことを示した。死別によるつら
さを抱える遺族に対して、最大限の配慮を行った上
で死別後 3 カ月程度と比較的早期に調査を行うこと
の有益性を示す内容だった。
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