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緩和ケア

緩和ケアとは、生命を脅かす病に関連する問題
に直面している患者とその家族のQOLを、痛み
やその他の身体的・心理社会的・スピリチュアル
な問題を早期に見出し的確に評価を行い対応する
ことで、苦痛を予防し和らげることを通して向上
させるアプローチである。

WHO（世界保健機関）では、2002年に、
緩和ケアを以下のように定義しています。



がん患者を支える
（治療支持的療法）

免疫療法

がん細胞に
対する治療

放射線治療化学療法手術

緩和医療 精神腫瘍
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がんの治療と緩和ケアの関係

がんに対する治療 緩和ケア

がんに対する治療

緩和ケア

発症 死亡

遺族ケア



緩和医療

生存期間の中央値が統計学的に
有意に長かったのです（11.6カ
月vs 8.9カ月, P=0.02）

生存期間中央値
約2.7カ月延長

Early Palliative Care for Patients with 
Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer

N Engl J Med 2010;363:733-42. 
Copyright © 2010 Massachusetts 
Medical Society



基本的緩和ケアと専門的緩和ケア

ナーシング・グラフィカ「緩和ケア」．メディカ出版、2013、p.19より



緩和ケア行う場所

外来 入院

がん拠点病院

福岡和白病院

オピオイド導入

がんと言われた時から
介入、PS0から2

化学療法に伴う倦怠感、
食事摂取低下、不眠、精
神面でのケア

オンコロジーエマージェンシーに関係した痛み

・脊髄圧迫症候群、硬膜外転移
・体重支持骨の骨折または切迫骨折
・脳転移、軟髄膜転移
・感染症に関係した痛み
・消化管の閉塞・穿孔・出血
・緩和ケアチームの介入

診療所

伊東内科小児科医院

化学療法中止後、がん

の進行に伴う癌性疼痛、
倦怠感、食事摂取低下、
不眠、精神面でのケア

在宅医療：
・手術・放射線療法後管理
・がんに伴う症状コントロール

・訪問看護、訪問薬剤師、訪問PT等

緩和ケア病棟 化学療法中止後、がん
の進行に伴う癌性疼痛、
倦怠感、食事摂取低下、
不眠、精神面でのケア

・手術・放射線療法後管理

・がんに伴う症状コントロール
・緩和ケア入院時面談
・レスパイト入院



在宅医療をささえる制度



最期まで自宅？

終末期に自宅療養を希望

63.3%

自宅で最期まで療養するのは実現困難

66.2%

厚生労働省「終末期医療に関する調査」平成20年調査結果



在宅移行へのバリア

• 医療資源の問題

–在宅医療を支える病院・診療所や訪問看護
ステーションがない

• 本人や家族の不安や誤解

–家族に迷惑をかける

–病院にいたほうが良い治療が受けられる

• 医療スタッフの認識不足や誤解



態度やコミュニケーション

• 患者に「治るのか」と聞かれた時の対応

•「死にたい」などネガティブな発言があっ
たときに、なんと言葉を返せばいいのかわ
からない

•症状進行が早い患者の接し方がわからない

•「予後○ヶ月」と話す患者とどのように過
ごせばいいかわからない



前年比 1.4倍増
（当院資料より）

紹介時点での患者の療養環境が、
2020年在宅療養中の患者が、入院中
の紹介患者数をはじめて上回る。

訪問診療件数



新型コロナウイルス感染症で、
在宅看取りへの文化が変わった。

在宅看取り

2020年度 在宅看取り率

65％
（当院比較）



在宅医療を支える制度

• 医療保険

–高額療養費制度

• 介護保険

–がん末期の場合には40歳から利用可

• 社会福祉

–障害年金

–身体障害者手帳の交付
• 身体機能に障害が生じた場合に申請可能



在宅医療を支える制度

• 医療保険

–高額療養費制度
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厚生労働省指定の疾患は、20種類あります。
1.末期の悪性腫瘍
2.重症筋無力症
3.多発性硬化症
4.筋萎縮性側索硬化症
5.ハンチントン病
6.スモン
7.進行性筋ジストロフィー症
8.脊髄小脳変性症
9.プリオン病
10.亜急性硬化性全脳炎
11.副腎白質ジストロフィー
12.後天性免疫不全症候群
13.脊髄性筋萎縮症
14.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
15.ライソーゾーム病
16.球脊髄性筋萎縮症
17.頸髄損傷
18.人工呼吸器を使用している状態
19.パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病）※パー
キンソン病はホーエン・ヤールの重症度分類がス
テージ3以上で、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ
度のものに限る
20.多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ
小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群）



末期がんと介護サービス

• 末期がんは介護保険の特定疾病となっている
ため、40歳から利用できる

• 主治医意見書の診断名の欄にがんである
ことを明示

• 認定調査や介護保険認定審査会での迅速な
対応を要望する

• 介護申請時にはADLが保たれていることも
多いため、意見欄に今後急速に状態が悪化
する可能性が高いことを明記



主要な身体症状の出現からの
生存期間と訪問看護回数

毎日訪問

1
日
複
数
回
訪
問

1

日
短
数
回
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問



介護保険から見た予後



疾患の進み方

悪性腫瘍(がん）
ある程度推測可能な短期間の変化
多くは数カ月の最後

心疾患 慢性呼吸器疾患
急性増悪を繰り返しながら慢性的
な進行をする疾患
2-5年、最後は急変

老衰、認知症
緩徐な進行
6-8年、最後も軟着力

死亡

死亡

死亡



距離間をとらえる。



予後予測指標



疼痛



主要な身体症状の出現からの
生存期間
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薬剤群 代表薬 代替薬

非オピオイド鎮痛薬

アスピリン
アセトアミノフェン
イブプロフェン
インドメタシン

コリン・マグネシウム・トリサル
チレートa）

ジフルニサルa）

ナプロキセン
ジクロフェナク
フルルビプロフェン※1

弱オピオイド
（軽度から中等度の強
さの痛みに用いる）

コデイン

デキストロプロポキシフェンa）

ジヒドロコデイン
アヘン末
トラマドールb）

強オピオイド
（中等度から高度の強
さの痛みに用いる）

モルヒネ

メサドンa）
ヒドロモルフォンa）

オキシコドン
レボルファノールa）

ペチジンc）

ブプレノルフィンa）

フェンタニル※2
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疼痛ラダー図

26

表3 鎮痛薬使用の5原則
●経口的に
（by mouth）
●時刻を決めて規則正しく
（by the clock）
●除痛ラダーにそって効力の順に
（by the ladder）
●患者ごとの個別的な量で
（for the individual）
●その上で細かい配慮を
（with attention to detail）



Barrier Questionnaire 8項目

1.精神依存（「麻薬中毒」）になる。
2.徐々に効果がなくなる。
3.副作用が強い。
4.痛みは病気の進行を示す。
5.注射がこわい。
6.痛みを治療しても和らげることができない。
7.痛みを訴えない患者は「良い患者」であり、
良い患者でいたい。

1.医療従事者は痛みの話をすることを好まない。



医療用麻薬の誤解・抵抗感とその要因の関係性

「依存症が出現する」「耐性ができる」
という誤解。

医療用麻薬の服薬指導を行う際に，
「長い間使用していても， 適切に使えば依存症は
生じにくい」

「耐性ができて効き目が弱くなるようなことはほと
んどなく，増量する時はその時の痛みに合わせて適
切に 量を調節している」

『中年生活者を対象とした医療用麻薬の誤解に影響を及ぼす要因解明に関する予備的研究』



患者が痛みを我慢する理由

①痛みの増強ががん の進行と相関している

②痛みを我慢 することが優秀な患者である

対応
「痛みが起こる原因」
「その対策で 医療用麻薬を使用している現状」
「そのために痛みがどのように変化しているのか
を医療従事者に 伝える必要性」

『中年生活者を対象とした医療用麻薬の誤解に影響を及ぼす要因解明に関する予備的研究』



症例１



症例１

50歳 男性

【主訴】右肩から上腕の痛み
【現病歴】
令和X年
7月11日筋トレ中に右上腕骨に違和感
7月25日痛みの為、体動困難となり、救急搬送
整形外科受診、右上腕骨転移疑い精査。
右腎臓腫瘍病変、右肩甲骨骨折、第6胸椎溶骨、
右上腕骨骨折あり。

泌尿器科へ転科にて精査。



診断

【診断】
＃１右腎癌（腎静脈内腫瘍塞栓）ステージⅣ
＃２転移性骨腫瘍（右上腕骨転移、第6胸椎骨転移）
＃３転移性肺腫瘍

治療か緩和ケアか



治療
07月26日リンデロン投与開始
07月27日～7月31日に転移に対し放射線治療
07月27日下肢脱力出現
07月28日排尿障害のため膀胱カテーテル留置、
07月30日コルセット着用、
08月01日Th4・5～7・8間で脊椎固定術施行
08月04日リンデロンのテーパリング開始、
08月06日PSL内服へ変更、
08月13日右腎摘出術を施行。
08月26日整形外科にて右上腕骨髄内釘手術
09月11日からKリハビリテーション病院にてリハビリテーション継続
10月01日W病院転院し抗癌剤治療
10月08日Kリハビリテーション病院再入院、集中的リハビリ施行中。

HUG（移乗ロボット）利用。

今後定期的にW病院通院受診して抗癌剤治療を継続する予定であり、
退院後在宅医療の希望あり当院紹介となる。



訪問診療開始

2020年11月12日
【現症】意識清明 体温 36.6℃ 血圧
90/64ｍｍHg 脈拍 75/分 SAT% 99%
（room air）眼球結膜 黄染（なし）眼瞼
結膜 貧血（なし）
心音：Ⅰ音Ⅱ音 異常なしⅢ音Ⅳ音聴取なし
呼吸音:正常肺胞音 ラ音なし
腹部は平坦、軟で、肝、脾を触知しない
圧痛、反跳痛なし 足背にEdema軽度
下肢倦怠感あり

神経学的所見：PS4 下肢麻痺あり
感覚：下肢鈍麻



経過①

2週1回投与でオプジーボ継続⇒画像診断上 SD

訪問リハビリ週3回 継続
訪問診療週1回

投与1週目 化学療法 有害事象確認
投与2週目 採血 ⇒骨髄抑制評価

２０２０年１１月２０日から２０２１年３月９日
baseオキシコンチン８０㎎/日継続
Rescueオキノーム１０㎎/日 ㏠２回程度推移
排便コントール不良にて、訪問看護による摘便にて
対応していた。 オピオイド減量することで、便秘のコン
トロール改善出来る可能性を示唆し、減量開始した。



経過②

2021年3月9日 ベース減量
オキシコドン20㎎ ４錠 分２→２錠 分２ 50％減量
オキノーム10㎎/回 保持

4月07日 レスキュー減量 オキノーム10㎎→5㎎/回
同時期より、下肢感覚鈍麻改善あり、排便感覚あり

4月16日 オピオイドスイッチング
ナルラピド1㎎ １錠 分１

4月20日ナルサス6㎎ １錠 分１
リハビリは化学療法の倦怠感に応じて、負荷量や内容を
変更して実施
５月時点 両下肢屈伸可能、起き上がり、

車いす坐位 １日にtotal６時間
10月５日ナルサス中止（排便コントロール改善）

足の着地感改善あり。rescueのみ継続

10月18日腰背部痛あり。ナルサス4㎎/日再開



症例２



症例２

70歳代男性

主訴：腰痛 左下腿の痛み

【現象】 腰痛自覚していたが徐々に増悪

X年4月6日C病院整形外科受診、CT上、肝腫瘤、骨腫瘤指摘。H病院紹介

4月9日紹介入院となる。

4月12日肝内胆管癌骨転移と診断、転移性骨腫瘍に伴う癌性疼痛

4月13日～26日まで腰椎60Gy、経過中、右肋骨増強にて

4月20日～5月7日まで右肋骨に30Gy照射。

5月11日から化学療法開始。

5月13日退院したが、左腰～大腿部痛あり

5月18日緊急入院。腰椎転移による下肢神経痛は増強あり。

6月02日 次回化学療法まで一時退院。



退院時処方

1. ナルサス錠6㎎ 1錠 1日1回夕食後 20時内服

2. ナルラピド錠2㎎ 1錠 疼痛時

3. シェアポスト錠0.5㎎6錠 1日3回朝・昼・夕食直前

4. トラゼンタ錠5㎎ 1錠 1日1回朝食後

5. ベムリディ錠25㎎ 1錠 1日1回朝食後

6. タケキャブ錠10㎎ 1錠 1日1回朝食後

7. エリキュース錠5㎎ 2錠 1日2回 朝・夕食後

8. ビムパッド錠50㎎ 4錠 1日2回朝・夕食後

9. タリージェ錠15㎎ 2錠 1日2回朝・夕食後

10.ニフェジピン徐放錠20㎎（24時間持続）1錠 1日1回夕食後

11.モビコール配合内用剤 4包 1日2回朝・夕食後 自己調節可

12.ロキソプロフェンNa錠60㎎3錠 1日3回朝・昼・夕食後



ヒドロモルフォン



ヒドロモルフォン



1日目

がん性疼痛
疼痛部位：左腰～大腿部痛あり5月18日緊急入院。

腰椎転移による下肢神経痛は増強
骨転移による腰痛あり4月13日～26日まで腰椎60Gy、
経過中、右肋骨増強にて4月20日～5月7日まで右肋骨に
30Gy照射
06/01
base：ナルサス錠8㎎/日（MSコンチン40㎎/日換算）

⇒ナルサス錠10㎎/日（MSコンチン50㎎/日換算）
1錠 1日1回 20時内服

rescue：ナルラピド錠2㎎ 1⇒２錠/回 疼痛時
（MSコンチン10㎎換算） 増量指示



2日目

前日 rescue使用 9回
ナルラピド1回4㎎×9回 total 36㎎/日
（MSコンチン180㎎換算）使用

06/02
base：ナルサス錠10㎎/日 1日1回20時

（MSコンチン50mg/日換算）
⇒ナルサス錠12㎎/日
（MSコンチン60mg/日換算） 増量指示

rescue：ナルラピド錠2㎎ 2錠/回
疼痛時60分間隔使用可能



3日目

前日rescue使用
7：00、8：15、9：30、20,40 （4回）

06/03 傾眠あり 呼吸数8回/分
呼びかけ開眼あり、痛みは少し良い

オピオイド増量影響否定出来ない、増量に伴う
眠気は想定内と判断。

本日同量維持とする。



4日目

06/04 傾眠改善なし 呼吸回数6回/分

base：ナルサス錠12㎎/日
（MSコンチン60mg/日換算）

rescue：ナルラピド錠2㎎ 1錠/回 疼痛時

オピオイド過量投与と診断減量



5日目

06/05 傾眠改善するも、せん妄あり。
会話できるが、はなしのつじつま合わず。

base：ナルサス錠6㎎/日 1日1回20時
（MSコンチン30mg/日換算）

rescue：ナルラピド錠2㎎ 1錠/回 疼痛時

06/08 化学療法継続の為、H病院へ入院となる。

base：ナルサス錠8㎎/日 1日1回20時増量
（MSコンチン40mg/日換算）



在宅医療から学ぶ



がん医療は多職種で行う


