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1.  電話による早期緩和ケア介入
ENABLE III 試験の家族介護者
の抑うつと複雑性悲嘆への影響

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

Dionne-Odom JN, Azuero A, Lyons KD, Hull JG, 
Prescott AT, Tosteson T, Frost J, Dragnev KH, 
Bakitas MA. Family Caregiver Depressive Symp-
tom and Grief Outcomes from the ENABLE III Ran-
domized Controlled Trial. J Pain Symptom Manage. 
Forthcoming 2016. PubMed PMID: 27265814.

【目的】
早期緩和ケア介入群と 3 カ月遅れの緩和ケア介入

群で遺族の抑うつと複雑性悲嘆を比較する。
【方法】

電話による早期緩和ケア介入の無作為化比較試
験を行った。早期緩和ケア群（介護者登録 63 名 /
患者登録 103 名）は進行がんと診断された時点か
ら、3 カ月遅れ群（介護者 61 名 / 患者 104 名）で
は進行がん診断の 3 カ月後から電話介入を受けた。
ENABLE の介護者介入では、電話での看護師によ
る週 1 回× 3 週間のセッションと毎月のフォローア
ップ、死別後の電話を行った。死別後 8 ～ 12 週に
遺族の抑うつ（CES-D）と悲嘆（PG13）を評価した。

【結果】
死亡した患者 70 名に対し、44 名（早期群 19 名、

遅れ群 25 名）の家族介護者から死別後評価を得た。
多変量解析の結果、遺族の抑うつ評価（CES-D, 早期群
14.6±10.7;遅れ群17.6±11.8, d=0.07, p=0.88）、悲嘆評
価（PG13,早期群22.7±4.9 ; 遅れ群24.9±6.9, d=-0.21,
p=0.51）ともに有意差はみられなかった。

【結論】
死別後 8 ～ 12 週での遺族の抑うつと複雑性悲嘆

は早期緩和ケアの介入開始時期によって有意差はみ
られなかった。家族介護者に死別後アウトカムに対
する適切な介入開始時期は今後の研究課題である。

【コメント】
ENABLE III 試験は米国の田舎部で行われた電話

相談を基本とした緩和ケアケア介入による効果を進
行がん診断直後の開始群とその 3 カ月遅れでの開始
群を比較した無作為化比較試験であり、患者への効
果（J Clin Oncol. 2015;33(13):1438-45）と介護者への

効果（J Clin Oncol. 2015;33(13):1446-52）がそれぞれ
報告されている。患者は緩和ケア外来受診後に電話
での看護師のコーチングセッション（週 1 回× 6 週
間）と月 1 回の電話フォローアップを受ける。家族
介護者は患者とは別に電話での看護師のコーチング
セッション（週 1 回× 3 週間）と月 1 回の電話フォ
ローアップ、死別後の電話相談を受ける。その結果、
患者は QOL に有意差はみられなかったが生存時間
が有意に延長し、家族介護者は診断 3 カ月後の抑う
つと終末期の抑うつと介護負担の変化が有意に小さ
かった。

これらの結果を受けて、死別後の遺族アウトカム
を検証した分析が本論文である。死亡前の家族の抑
うつが死別後の遺族の抑うつ・悲嘆と関連すること
は先行研究で示されており、遺族アウトカムに関す
る本研究の結果は想定とは逆であった。この理由の
解釈として、小サンプルサイズによる検出力不足、
介入内容の主題が終末期や悲嘆でないこと、死別後
の評価時期が通常の悲嘆反応の影響を受けやすい時
期であったこと、その他の交絡因子の影響を著者ら
は論じている。本研究の介入は対照群で開始時期が
遅れる以外は両群とも同内容であり、介入開始時期
の影響と介入内容の影響を分けて整理する必要があ
る。早期緩和ケアによる遺族アウトカムに関する研
究は今後の課題である。

2.  化学療法による末梢神経障害に対す
るベンラファキシンの有効性

岩手医科大学薬学部 臨床薬剤学講座
岩手医科大学附属病院 薬剤部　　佐藤　淳也

Kus T, Aktas G, Alpak G, Kalender ME, Sevinc A, 
Kul S, Temizer M, Camci C. Efficacy of venlafax-
ine for the relief of taxane and oxaliplatin-induced 
acute neurotoxicity: a single-center retrospective 
case-control study. Support Care Cancer. 2016 
May;24(5):2085-91.

【目的】
化学療法による末梢神経障害（CIPN）は、治

療制限因子となる他、長期に障害が残り治療後の
QOL を低下させる。今回の報告は、セロトニン・
ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI）であ
るベンラファキシンの CIPN に対する有効性を検討
したケースコントロール研究である。
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【方法】
評価対象は、タキサン系抗がん剤あるいはオキサ

リプラチンによって CIPN を生じた 206 名であり、
このうち 91 名にベンラファキシン 75mg が 1 日 1
回投与された。コントロール群は、ベンラファキシ
ンが投与されなかった 115 名であり、年齢や性別、
末梢神経障害誘発薬の背景が調整された。効果と
副作用は、3 週毎に 3 回 NRS および NCI-CTCAE 
v.4.03 を用いて観察された。

【結果】
ベンラファキシン投与前後の NRS スコア（平均

±標準偏差）は、タキサン系抗がん剤による灼熱感
について 5.60±1.32 → 1.08±1.86、オキサリプラチ
ンによるビリビリ感について、6.39±0.83 → 2.65±
2.32 といずれも有意に低下した（P<0.001）。また、
NRS スコアが 75％以上低減した患者は、コントロ
ール群にはいなかったのに対して、ベンラファキシ
ン投与患者では、45.2 ～ 58.3％が該当した。ベンラ
ファキシンの副作用については、投与患者の 8％（7
名）が、眠気や嘔気などで中止した。

【結論】
ベンラファキシンは、タキサン系抗がん剤および

オキサリプラチン誘発の CIPN に対して、有効な薬
剤の 1 つであるかもしれない。

【コメント】
今回の報告は、ケースコントロール研究であるが、

タキサン系抗がん剤による CIPN に対してベンラフ
ァキシンの有効性を示した。これまで CIPN に有効
な薬剤は少なく、デュロキセチンがやや推奨される
にすぎない（J Clin Oncol. 2014 Jun 20;32(18):1941-
67.）。ベンラファキシンは、CIPN に対するもう 1 つ
の治療選択肢になる可能性がある。しかし、オキ
サリプラチンによる冷感刺激や感覚異常といった
CIPN には、ベンラファキシンが有効とする報告

（2012 Jan;23(1):200-5.）と無効とする報告（Support 
Care Cancer. 2016 Mar;24(3):1071-8.）がある。従っ
て今後、より大規模な追試験による再検証が期待さ
れる。

3. 終末期がん患者におけるポリファーマ
シー（多剤併用）

名古屋大学病院 薬剤部　　宮崎　雅之 

Kierner KA, Weixler D, Masel EK, Gartner V, Watz-
ke HH. Polypharmacy in the terminal stage of can-

cer. Support Care Cancer. 2016 May;24(5):2067-74.

【目的】
ポリファーマシー（多剤併用）とは一般的に 4 も

しくは 5 剤以上を同時に服用することをいう。ポリ
ファーマシーは緩和ケアでは広く認められる状況で
あり、呼吸困難、悪心といった症状緩和を目的とし
て多くの薬剤が投与される。ポリファーマシーはし
ばしば薬物間相互作用や薬物有害反応を引き起こ
す。本研究では進行がん終末期における服用薬剤数
を一般病棟と緩和ケア病棟とで比較評価した。

【方法】
オーストリアの後ろ向き単施設コホート試験で、

2011 年 1 月から 2013 年 3 月の間に進行固形がんに
て死亡した 18 歳以上の患者 100 名を対象とした。
死亡 9 日、6 日、3 日前および死亡当日における処
方薬剤数を算出した。また薬剤は以下の通り分類し
た（オピオイド、非オピオイド鎮痛薬、精神作用薬、
抗血小板薬、抗菌薬、心血管作用薬、抗がん薬、利
尿薬、その他）。ポリファーマシーは 1 日 5 剤以上
の服用と定義した。

【結果】
死亡 9 日前では、ポリファーマシーは 95％の患者

でみられ、服用剤数の中央値は 11 剤だった。死亡
当日においては、服用剤数は顕著に減少しているも
のの、61％の患者が 4 剤以上服用しており、服用剤
数の中央値は 6.5 剤だった。90％の患者が疼痛およ
び不安に対する投薬を受けていた。一般病棟と緩和
ケア病棟との間で服用剤数に差はなかったが、緩和
ケア病棟ではオピオイドと精神作用薬が、一般病棟
においては抗がん薬と利尿剤を受けている患者が多
かった。ポリファーマシーに最も強く影響を及ぼす
因子は、患者の Performance status だった。

【結論】
終末期がん患者においてポリファーマシーは多数

の患者で認められる問題である。
【コメント】

ポリファーマシーによる不適切な処方は、副作用
の発現を引き起こし、患者に不利益をもたらす。薬
剤費を押し上げ、残薬など薬剤費の無駄も発生する。
また副作用に対応する費用も必要になり、医療費の
高騰を招くことから、わが国においても近年問題視
されている。特に緩和ケアにおいては症状緩和を目
的とした薬剤を多数併用することによりポリファー
マシーに陥りやすい状況となる。6 種類以上の薬剤
併用により薬剤有害作用発現頻度が顕著に上昇する
報告もあることから、適切な薬剤選択とともに、不



日本緩和医療学会 NL  Vol.21　Aug  2016● 42 ●

No.72 AUG 2016

適切および不要な薬剤を中止することも念頭におい
た薬物治療が今後望まれる。

4. 終末期がん患者の死別後 2 年間の
遺族の縦断的変化と遷延性悲嘆の予
測因子の検討

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

五十嵐　尚子

Tsai WI, Prigerson HG, Li CY, Chou WC, Kuo SC, 
Tang ST. Longitudinal changes and predictors of 
prolonged grief for bereaved family caregivers over 
the first 2 years after the terminally ill cancer pa-
tient's death. Palliat Med. 2016 May;30(5):495-503.

【目的】
台湾での終末期がん患者の遺族の死別後の遷延性

悲嘆の有病率の経時的な変化と遷延性悲嘆の予測因
子を検討することを目的とした。

【方法】
研究デザインは前向き縦断的調査である。対象者

は 2007 年 1 月から 2012 年 12 月の期間に台湾の北
西部の一般病棟の末期がん入院患者・介護者から募
集し、2014 年 4 月 30 日まで調査を行った。調査手
順は、死別前に介護者に対して 2 週間ごと、死別後
は 1、3、6、13、18、24 カ月後にインタビューを実
施した。死別前では、客観的な介護負担、主観的な
介護負担、抑うつ症状、社会的支援について、死別
後は遷延性悲嘆、抑うつ症状、社会的支援、死の状
況の認識と死別への準備についてインタビューし
た。遷延性悲嘆の評価は Prolonged grief-13（PG-13）
を使用した。

【結果】
リクルートされたのは 789 名、死別 1 カ月後の時

点で調査に参加したのは 493 名であった。遺族の年
齢の平均は 50.8 歳、女性は 64.7%、続柄は配偶者が
50.1% であった。死別後 6、13、18、24 カ月の回答
数は 380、334、281、216 名であった。

遷延性悲嘆の有病率は死別後 6 カ月 7.7%、13 カ
月 1.8%、18 カ月 2.9%、24 カ月 1.9% であり、時間
経過とともに有病率は有意に減少した。

遺族が死別前に重度の抑うつ症状があった場合
（aOR=1.05, 95%CI=1.01-1.09, p=0.031）、 患 者 の 死

の状況を否定的に捉えたり、患者の死別の準備が
十分にできなかった場合（aOR=1.06, 95%CI=1.01-
1.12, p=0.015）、遷延性悲嘆が有意に高かった。ま
た、死別前に介護者が高い主観的介護負担を報告し

（aOR=0.96, CI=0.93-0.99, p=0.015）、社会的支援を強
く認識した場合（aOR=0.93,95%CI=0.91-0.96,p<0.001）、
遷延性悲嘆が有意に減少した。

【結論】
遷延性悲嘆は時間経過と共に減少し、予測因子は

死別前後での介入可能な要因であった。死の受容の
促進や遷延性悲嘆のリスクを下げるためにリスクの
ある介護者に対しての死別前後でケアを提供する必
要がある。提供するケアとしては、患者の苦痛を緩
和する、Advance Care Planning（ACP）により将
来起こりうる死別に対し家族が準備できるようにす
る、介護者の死別前の抑うつ症状の改善、死別後の
社会的支援の充実することがあげられる。

【コメント】
本研究はアジア圏内である台湾の遺族を対象に縦

断的に遷延性悲嘆の検討を行った調査である。欧米
のサンプルでの遷延性悲嘆は 10 ～ 15％であること
より、欧米のサンプルより有病率が低い結果となっ
た。有病率が低い結果の理由として、個人主義の欧
米文化に比べて東洋では家を重んじるため、死別後
も家族によるサポートが西洋文化よりも充実してい
たためかもしれない。また、評価尺度が PG-13 であ
り使用した尺度の違いにより有病率の差が出たのか
もしれない。

5. ベルギーの高齢者救急病院 23 施設
での死亡前 48 時間の適切 / 不適切
な薬剤の使用に関する実態調査

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

国立がん研究センター 先端医療開発センター
精神腫瘍学開発分野

菅野　雄介

Van Den Noortgate NJ, Verhofstede R, Cohen J, 
Piers RD, Deliens L, Smets T. Prescription and 
Deprescription of Medication During the Last 48 
Hours of Life: Multicenter Study in 23 Acute Geri-
atric Wards in Flanders, Belgium. J Pain Symptom 
Manage. 2016 Jun;51(6):1020-6.
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【目的】
臨死期にある高齢者の症状緩和を達成させる要素

の 1 つに、薬剤のマネジメントが挙げられる。本研
究は、急性期高齢者病棟における死亡前 48 時間で
の適切 / 不適切な薬剤の使用に関する実態を明らか
にすることである。

【方法】
ベルギーのフランダース地方にある高齢者急性期

病棟23病棟で2012年10月から2013年9月の期間中、
死亡退院した患者の死亡前 48 時間の薬剤の使用状
況について、調査病棟の老年科医師に質問紙調査を
行った。薬剤の使用状況については、緩和ケアに精
通した老年科医 2 名で、Good Palliative-Geriatric
Practice アルゴリズム（Tjia J, et. al. Drugs Aging 2013）
を基に、死亡前 48 時間の薬剤として継続使用を認め
るものを適切、中止が可能だったものを不適切と判断
した。

【結果】
調査期間中、死亡退院した患者で、解析対象とな

った患者は 290 名であった。患者の平均年齢は 85.7
歳、認知症は 43％であり、死亡原因では感染が 40％、
がんが 12％であった。入院時と死亡時で使用された
薬剤の変化では、抗生剤が 42％減（入院時 63％、
死亡時 21％）、スタチンが 13％減（入院時 22％、死
亡時 9％）であった。また、死亡前 48 時間で使用さ
れた薬剤のうち、中止が可能だったものは 68％であ
り、多変量解析の結果、死が予期される（オッズ比
20;95% 信頼区間 10–43; P<0.0001）、認知症や衰弱と
比較しがんによる死亡（オッズ比 7.0;95% 信頼区間 
1.1–45.6, P=0.042）で関連が示された。

【結論】
急性期高齢者病棟における死亡前 48 時間に使用

された薬剤の実態が明らかにされた。臨死期まで薬
剤を継続するかどうかの是非に関しては、更なる検
討が必要である。

【コメント】
本研究は、急性期高齢者病棟における臨死期のケ

アプログラムの第Ⅲ相試験（Verhofstede R, et al. 
BMC Geriatic. 2015）の介入前調査の結果である。
薬剤の「やめどき」に関しては難しい課題であり、
他紙（森田他編 . 緩和ケア .vol25.suppl.2015）でも特
集が組まれている。本研究では、Tjia J らが開発し
た Good Palliative-Geriatric Practice アルゴリズム
を採用しており、高齢者患者の薬剤の「やめどき」
を判断する 1 つの指標として参考になるだろう。本
研究では、診療記録調査ではなく質問紙調査を行っ
たため、薬剤の使用に至るプロセスについては判断

が難しく、結果の解釈に注意が必要である。著者が
考察で述べているように、高脂血症薬（statin）を
例に、薬剤の「やめどき」に関するエビデンスの集
積が望まれる。

6. 根治不能がん患者の家族介護者の抑
うつと不安症状に関連する要因

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 博士課程 1 年

清水　陽一

Nipp RD, El-Jawahri A, Fishbein JN, Gallagher ER, 
Stagl JM, Park ER, Jackson VA, Pirl WF, Greer JA, 
Temel JS. Factors associated with depression and 
anxiety symptoms in family caregivers of patients 
with incurable cancer. Ann Oncol. 2016 May 13. pii: 
mdw205. [Epub ahead of print]

【目的】
根治不能がん患者の家族介護者の抑うつと不安症

状の有病割合とその関連要因を明らかにし、家族介
護者の苦痛に対する支援に関する示唆を得ること。

【方法】
根治不能な肺がん、もしくは消化器がんと診断さ

れて 8 週以内の患者とその家族介護者を対象とした
早期緩和ケア介入試験のベースラインデータを解
析した。調査項目は、患者と家族の背景情報およ
び不安と抑うつ（HADS）、患者の Quality of Life

（FACT-G）、対処方法（Brief COPE）、がん治療の
最終目標の認識についてであった。不安と抑うつそ
れぞれに対して重回帰分析を行い、関連要因の検討
を行った。

【結果】
275 名の患者と家族介護者が調査対象。抑うつ症

状を抱える（HADS-D ≧ 8）患者と家族介護者はそ
れぞれ 21.5％と 16.4％で有意差なく（p=0.13）、不
安症状を抱える（HADS-A ≧ 8）患者と家族介護者
はそれぞれ 28.4％と 42.2％で、有意に家族介護者の
方が不安を訴えていた（p<0.001）。患者が現状を受
容する対処方法の場合に、家族介護者の抑うつは弱
い傾向にあった。一方で、患者が情緒的ソーシャル
サポートを活用する対処方法の場合は家族介護者の
抑うつは強く、不安は弱い傾向にあった。さらに、
患者が認識しているがん治療の最終目標が“がんを
根治すること“の場合は抑うつが強い傾向にあった。
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なお、1/3 近くの患者が、“がんを根治すること“が
最終目標だと認識していた。

【結論】
根治不能ながん患者とその家族介護者は強い不安

と抑うつを抱えていることが明らかになった。家族
介護者は患者と同等もしくはそれ以上の苦痛を感じ
ている可能性があり、家族介護者の苦痛に対する支
援が重要であり、その際には今回明らかになった関
連要因である患者の対処方法や治療目標の認識の重
要性を認識しておく必要がある。

【コメント】
家族介護者は第 2 の患者ともいわれ、ケアの対象

として認識する必要がある。今回の研究で、根治不
能のがんと診断された直後においては家族介護者に
より不安が生じやすいことが明らかになったため、
その時期の家族の認識や反応に医療者は留意が必要
である。また、治療目標が根治することと認識して
いる患者が少なからず存在し、その認識の場合に家
族介護者の心理的苦痛が強いことが示唆されてお
り、患者と家族の診断に対する理解や受容を促す支
援が重要となる。


