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とこの委員会において将来の緩和医療の発展に向け
ての議論を深めたいと思います。

GL 委員会に関しましては、これまで「終末期輸液」
「苦痛緩和のための鎮静」「消化器症状」「呼吸器症状」
の 4 つの GL の作成に従事してきました。今期は消
化器症状 GL 改訂作業部会長ならびに本学会から推
薦いただいた日本癌治療学会・ガイドライン評価委
員としての活動を通して、現場に役立つ GL の作成
と普及を行っていきます。

利益相反に関しましては、昨今、役員、委員会活動、
研究活動など様々な局面において透明性が求められ
ています。下山委員長の指揮のもと、円滑な活動を
目指したいと考えております。

今後ともご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお
願いいたします。

東北大学大学院 緩和ケア看護学分野　　佐藤　一樹
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【目的】
がん患者が医師を信頼できることはコミュニケー

ションや意思決定の促進につながるが、医師のどの
ようなコミュニケーション方法が医師への信頼感に
貢献するかは明らかでない。腫瘍医のがん患者に対
するコミュニケーションに関する 3 つの要素（臨床
能力を示すこと、真実を話すこと、共感的態度で接
すること）による医師への信頼感の患者評価に対す
る効果を検証する。

【方法】
腫瘍医と大腸がん患者での治療選択に関するコミ

ュニケーションについて、腫瘍医の臨床能力、真実
を話すこと、共感的態度の有無による 2 × 2 × 2=8
種のコミュニケーション法での仮想の面談ビデオを
作成した。がん患者 345 名は無作為に割り付けられ
た 2 つの面談ビデオを視聴し、各ビデオの視聴後に
医師への信頼感を評価した。

腫瘍医のコミュニケーションの 3 つの要素
の医師への信頼感に対する効果：臨床
能力を示すこと、真実を話すこと、共感
的態度で接すること

【結果】
腫瘍医の臨床能力（β�=�0.17,�95%�CI�0.08,�0.27;�P�

<�0.001）、真実を話すこと（β�=�0.30,�95%�CI�0.20,�
0.40;�P�<�0.001）、共感的態度（β�=�0.36,�95%�CI�
0.26,�0.46;�P�<�0.001）の 3 つのコミュニケーション
要素のいずれも有意に患者の医師への信頼感を増加
させた。真実を話すことと共感的態度は、患者の手
術成功への期待感の高さや医師を他者に薦めたいと
いう認識にも関連していた。

【結論】
医師が自身の臨床能力を示すこと、真実を語るこ

と、共感的態度で接することを高めたコミュニケー
ションを行うことにより、医師への信頼感の患者評
価の向上につながった。特に、共感的態度がもっと
も信頼感と関連した。これらはコミュニケーション・
スキル・トレーニングや実臨床に直接応用できる知
見である。

【コメント】
本研究は治療選択の場面でのコミュニケーション

方法に関する研究であり、この知見がそのまま他の
コミュニケーション場面でも適用できるとは限らな
い。また、医師のコミュニケーション・スタイルを
患者がどのように受け取るかには個人差があり、
個々の患者の望むコミュニケーション方法を柔軟に
取り入れる必要がある。さらに、患者の医師への信
頼感には、年齢などの患者背景要因や疾患・治療に
関する要因、医師とのこれまでの関係・コミュニケ
ーションなど様々な要因が関係すると考えられる。
緩和ケア場面での適用には限界が多いが、本研究の
知見（その治療の効果や医師の能力を示すこと、真
実を話し率直なコミュニケーションを行うこと、患
者に対し共感的態度で接すること）を応用してみる
価値は十分にあるであろう。
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【目的】
地域ベースの専門的緩和ケアチームによる介入効

果が 9 つの無作為化比較試験で示されている。しか
し、これらは、専門的緩和ケアチームの構成や規模
によって効果の違いが推察されるが調べられていな
い。従って、本研究の目的は、チームの構成や規模
が異なる 11 の地域ベースの専門的緩和ケアチーム
による介入効果を後ろ向きコホート調査により明ら
かにすることである。

【方法】
対象者は、カナダのオンタリオ州で 2009 年 -2011

年に 11 の地域ベースの専門的緩和ケアチームから
ケアを受けた患者 3,109 名と、傾向スコアによりマ
ッチングを行い、同地域で通常の在宅ケアを受けた
患者 3,109 名とした。専門的緩和ケアチームは、構
成人数や対象地域により様々であるが、緩和ケア医、
看護師、家庭医で中心に構成され、役割は、症状緩
和、教育やケアの提供、サービスの調整を行い、24
時間終日対応可能であった。主要評価項目は、患者
の 1) 死亡前 2 週間の病院利用と 2) 死亡前 2 週間の
ICU 利用，または 3) 病院での死亡とした。

【結果】
専門的緩和ケアチームからケアを受けた患者は、

通常の在宅ケアを受けた患者と比較し、死亡前 2 週
間の病院利用で低く (31.2％�vs�39.3%,�P<0.001;�相対
リスク 0.68,�95％ CI�0.61-0.76)、死亡前 2 週間の ICU
利用で低く (28.9%�vs�34.5%,�P<0.001;� 相対リスク
0.77,�95％ CI�0.69-0.86)、病院死亡で低かった (16.2%�
vs�28.6%,�P<0.001;� 相対リスク 0.46,�95％ CI�0.40-
0.52)。

地域ベースの専門的緩和ケアチームに
よる死亡前 2 週間の入院とICU 利用，
病院死亡に対する効果：カナダの後ろ向
きコホート調査

【結論】
チームの構成や規模が異なるにもかかわらず、地

域ベースの専門的緩和ケアチームの介入効果が示さ
れた。

【コメント】
本研究はコホート研究により、地域ベースの専門

的緩和ケアチームの介入効果を検討した。本研究の
優れた点は、チームの構成や規模が様々な専門的緩
和ケアチームを対象とし、より real�world に近い状
況で介入効果を示すことができた点である。今回、
介入群と非介入群は傾向スコアにより調整されてい
るが、介護状況や social サポートに関しては調整さ
れていないため、更なる検討が期待される。

東北大学大学院 緩和ケア看護学分野　　竹内　真帆
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【目的】
進行がん患者は QOL が低く、それは終末期に近

づくにつれてさらに低下していく傾向にある。本研
究は、早期からの緩和ケアの介入は標準的治療と比
べて、QOL の改善、症状のコントロール、ケアに
対する満足感、医療者との良好な関係に関連すると
仮定し、早期からの緩和ケアが進行がん患者の多面
的な QOL に与える影響について調査した。

【方法】
カナダのオンタリオ州のがんの診療所 24 施設を

施設規模や治療がん種 ( 肺・胃腸・泌尿器・乳腺・
婦人科 ) に基づき、コンピュータによって、早期
からの緩和ケアを受ける介入群と標準的治療をう
ける対照群に 1:1 の比率に層別無作為化した。患者
の適格基準は、進行がん患者であること、Eastern�
Cooperative�Oncology�Group の performance�status
が 0-2 であること、推定予後が 6-24 か月であること

進行がん患者に対する早期からの緩和
ケアに関する層別無作為化比較試験
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であった。QOL(Functional�Assessment�of�Chronic�
Illness�Therapy-Spiritual�Well-Being� [FACIT-Sp]
と Quality�of�Life�at� the�End�of�Life�QUAL-E)、
症 状 (Edmonton�Symptom�Assessment�System�
[ESAS])、ケアに対する満足度 (FAMCARE-P16)、
医療者との関係性 (Cancer�Rehabilitation�Evaluation�
System�Medical� Interaction�Subscale� [CARE-MIS])
について、ベースラインと以後 1 か月毎に 4 か月、
それぞれの尺度を用いて評価した。主要エンドポイ
ントは 3 か月時点における FACIT-SP のスコアの
変化、副次エンドポイントは 4 か月時点における
FACIT-SP のスコアの変化に加えて 3 か月および 4
か月時点での他の尺度のスコアの変化に両群で違い
がみとめられること、とした。

【結果】
ベースライン時点では 461 名 ( 介入群 228 名、対

照群 233 名 ) が参加し、393 名が最低 1 回のフォロ
ーアップ評価をうけた。3 か月時点では、FACIT-
Sp において両群に有意な差はみとめられなかった
が (3.56[95%�Cl� -0.27-7.40],� p=0.07)、QUAL-E(2.25�
[0.01-4.49],p=0.05)、FAMCARE-P16(3.79� [1.74-5.85],�
p=0.0003) には有意な差がみとめられた。ESAS(-
1.70[-5.26-1.87],p=0.33)、CARE-MIS(-0.66[-2.25-0.94],�
p=0.40) には有意な差はみとめられなかった。4 か月
時点では、CARE-MIS 以外の全ての評価で両群に有
意な差が認められた。

【結論】
主要エンドポイントでは QOL に有意な差が認め

られなかったが、本研究は進行がん患者における早
期からの緩和ケアを支持する結果を示した。

【コメント】
がん患者に対する早期からの緩和ケアは重要であ

るという認識は広まっているものの、十分に実践さ
れているとはいえない。QOL の向上は緩和ケアの
大きな目標のひとつであり、緩和ケア領域では、方
法論的困難さから、ＲＣＴが少ない中で、本研究は
貴重な結果を提示したといえる。本研究データから
のコスト分析も進行中であるとのことから、その結
果から得られる経済的意味づけについても今後期待
したい。

東北大学大学院 緩和ケア看護学分野　　杉沢　真衣
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【目的】
がん患者において、がんの診断から 1 年以内に生

じる自殺や外因死の頻度が高いことは、いくつかの
論文で報告されている。しかし、アジア諸国におい
ての報告はほとんどされていない。そこで、本研究
では、がんと初めて診断された人と自殺やその他の
外因死との関連を調査することを目的とした。

【方法】
本研究は、多目的コホート研究 (JPHC 研究 ) にお

いて収集されたデータから行われた。期間は、1990
年から 2010 年の 20 年間、約 10 万 3000 人を追跡
調査した。自殺による死亡は国際疾病分類第 10 版
(ICD-10) コード X60-X84、外因による死亡は ICD-10
コード Y10-Y34 と定義した。フォローアップは、各
地域の住民基本台帳の閲覧と保健所から得られるデ
ータより行い、がん患者の抽出は各地域の主要な病
院からの通知届と地域がん登録の情報により行われ
た。

【結果】
追跡期間中に、がんの発症が確認された人は

11,187 人で、そのうち 34 人が自殺し、その他の外
因死は 32 人であった。

自殺に関しては、がんの診断後 1 年以内の人のリ
スクは、がんの発症がなかった人に対して 23.9 倍で
あったが、1 年以上では 1.1 倍とがんの発症がなか
った人とあまり変わらなかった。

他の外因死に関しても、がんの診断後 1 年以内の
人のリスクは、がんの発症がなかった人に対して
18.8 倍であったが、1 年以上では 1.2 倍であった。

【結論】
がんと診断後 1 年以内の自殺や外因による死亡の

リスクは、がんの発症がない集団よりも高かった。
がんの診断は、致命的な転帰となるリスクを高める
可能性があり、重大な意味をもつ体験である。

【コメント】
がんの診断から 1 年以内の患者は、がんの発症が

ない人と比べて、自殺・外因死のリスクは 20 倍ほ

がん診断後に起こる自殺死や外因死に
関する前向き研究
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ど高いことが明らかとなった。この自殺リスクは他
国のデータと比較すると非常に高いが、１年間の自
殺者が 13 人と少なかったことが影響していること
も考えられる。

がん診断時には、ショックや将来への悲観、治療
のつらさ、それに伴う仕事や家庭の役割、収入の変
化が予測される。実際に治療による身体的・心理的

時速 303 キロで駆け付けた
学会─第 8 回欧州緩和ケア
学会（8th World Research 
Congress of the European 
Association for Palliative 
Care）学術集会に参加して

学　会
印象記
学　会
印象記

千葉県立保健医療大学　　安部　能成

成田からイスタンブール経由で約 30 時間、よう
やく飛行機はスペインの首都マドリードに到着。空
港から路線バスでアトーチャ駅に移動し、スペイン
ご自慢の REF（日本の新幹線に似た高速列車）で学
会場のあるリェイダ（Lleida）に向かう。「ずいぶん
飛ばすな」と思ったら、列車内の速度計は時速 303
㎞を示していた。お陰様で約 2 時間でリェイダ新駅
に到着。

ここから学会場のコングレスセンターまでは徒歩
5-6 分なのだが、まだ大会前日の午後である。駅前
広場に待ち構えていた EAPC デスクの女性たちに
道順を教わり、宿舎として選択したリェイダ大学の
学生寮に向かった。何も難しいことはない。駅前の
大通りをまっすぐに進み、大きな橋を渡ってセグレ

（Segre）川沿いに 10 分も歩くと、左手に現れた一
番大きな建物が目指す学生寮であった。

6 月 5 日（木曜日）～ 6 月 7 日（土曜日）までの
3 日間の会期に、招請講演：33、プレナリーセッシ
ョン：3（5 演題）、口演：90、ポスター：444、この
他に新しい試みとして印刷のみの抄録：187 の各形
式により、総数 769 演題が発表された。参加した会
場では、発表者と参加者の距離が近く、かつ、活発
な話し合いが印象的であった。

学会長に問い合わせたところ、参加者は 1,100 人
であり、世界の 53 の国と地域から参集しており、

アフリカ、北・南米、豪州、アジアにまで及ぶ。国
別でみると、最大多数は英国（UK）からで 151 人、
地元のスペインは 71 人で第 3 位。ちなみに、日本
からは 28 人の参加者があった。

学術発表の充実は当然であるが、オープニング・
セレモニーでは地元の演劇が上演され、聴衆から拍
手喝采を浴びていた。歓迎パーティーでは地元リェ
イダのワインや料理がふるまわれ、楽しい雰囲気の
中で世界各地から集まった緩和ケアの仲間たちが新
たな友人を得ることができた。また、リェイダのあ
るカタルーニャ地方の祭りの出し物である人間タワ
ーに学会参加者が加わったり、リェイダのシンボル
である古いお城を会場にしたクラッシックのコンサ
ートもあり、日々の業務の疲れが癒されるプログラ
ムも用意されていた。

次回の EAPC は 2015 年 5 月 8 日～ 11 日にデン
マークのコペンハーゲンで、第 9 回の学術集会は
2016 年 6 月 9 日～ 11 日にアイルランドのダブリン
で開催されることがアナウンスされた。得るものが
大きいので、参加する価値は大いにあると思われる。

第 19 回日本緩和医療学会
学術大会印象記

学　会
印象記
学　会
印象記

あそかビハーラ病院 緩和ケア内科　　岡本　宗一郎

6 月 19 日～ 21 日と神戸国際展示場及び神戸ポー
トピアホテルにて開催された、第 19 回緩和医療学
会学術大会に参加させていただきました。

私は、この春より京都城陽市にある、あそかビハ
ーラ病院に就職いたしました。緩和ケア医として歩
み始めたばかりの３年目の医師です。その為、本学
会に参加するのは初めてであり、日本における緩和
ケアの現状と今後の展望などが分かればな、という

苦痛の増強や、身体機能の低下もあり、抑うつも少
なくない。わが国のがん対策では「診断時からの緩
和ケア」が重点的な目標に掲げられており、診断時
の患者の気持ちのつらさの緩和も身体症状などと同
様に重要な課題とされている。本研究からも、診断
後の患者への心のケアは治療への支援とともに大切
なケアと位置づけられ、充実が望まれる。


