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【目的】
緩和ケア病棟を有する診療所 (以下Ａ)と、
地域基幹病院の腫瘍内科 (以下Ｂ)とで、
看取ったがん患者への終末期医療を比較し、
患者にとって望ましい治療を検討する。



【対象】
A：開設の1999年5月から2016年9月までに
病棟で亡くなったがん患者735人。

B：演者がBに在籍していた2012年4月から
2016年3月までに看取ったがん患者303

人。



【方法】
麻薬系鎮痛薬、鎮静、補液、輸血、放射
線治療、化学療法の医療的介入に関して、
診療記録より後方視的解析を行った。
放射線治療、化学療法の効果に関しては、
治療前の症状が、自覚的あるいは他覚的
に緩和された事が診療記録から判断され
た場合に「奏功」とした。



【結果１】

・医療的介入が多いBで、在院日数が短くなる
という結果であった。(表１)

・明らかな差がみられた医療的介入は、
補液、放射線治療、化学療法であった。(図

１)



【結果２】
・放射線療法は、Aで65%の高い奏効を示したが、
Bでも３人に１人に奏効した。(図２)

・化学療法は、Aでは35.7％つまり３人に１人に
奏効した。Bでは5％にも満たなかった。(図３)

・化学療法を行った疾患の内訳は、Aで造血器腫瘍
が34.6％であり、Ｂの4.8％より多かった。(図

４)



A B
全患者数 735人 303人

平均入院日数 54.1日 27.0日
平均死亡時年齢 74.1歳 65.9歳

麻薬 551人 (75.0%)i 265人 (87.5%)i
鎮静 86人 (11.7%)i 66人 (21.8%)i
補液 390人 (53.1%)i 259人 (85.5%)i
輸血 98人 (13.3%)i 70人 (23.1%)i

化学療法 28人 (3.8%)i 42人 (13.9%)i
放射線治療 20人 (2.7%)i 57人 (18.8%)i

表１ 全患者数､入院日数､死亡時年齢､医療的介入の比
較
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図２ 放射線治療の効
果

� � � �中断症例除く�
奏功 13 (65.0%)a 19 (33.3%)a 19  （54.3%)a
不変 0  (0.0%)a 4  (7.0%)a 4    (11.4%)a
進行 2 (10.0%)a 12 (21.1%)a 12    (34.3%)a
不明 5 (25.0%)a 22 (38.6%)a 0      (0.0%)a
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図３ 化学療法の効
果

A B
奏功 10 (35.7%)あ。 2 (4.8%)あ
不変 2 (7.1%)あ 1 (2.4%)あ
進行 4 (14.3%)あ 35    (83.3%)あ
不明 12 (42.9%)あ 4 (9.5%)あ

2 1

35

4

B：42人

進行

奏功
不明 不変

10

2
4

12

A：28人

進行

奏功
不明

不変



図４ 化学療法の疾患内訳
A B

癌腫 13  (50.0%) a 30   (71.4%) a
造血器腫瘍 9  (34.6%) a 2 (4.8%) a
肉腫 2 (7.7%) a 7   (16.7%) a

原発不明がん 2 (7.7%) a 3 (7.1%) a
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１-① 補液
AがBに比べて補液率が少ない理由としては、
摂食できなくなった場合でもすぐには開始せ
ず、
脱水にともなう口渇、頻脈、動悸、倦怠感な
どが見られた場合に、補液を開始しているこ
とが考えられた。

【考察】



１-② 補液
Bでは、摂食ができなくなった場合、速やか
に補液を開始することが多い。結果、補液率
が85.5％と高かったと考えられた。
浮腫、胸腹水の増加、痰の増加がみられる場
合は、減量あるいは中止をしていた。



２-① 放射線治療
施行率は、A 2.7％、B 18.8％であり、Bで多
かった。奏功は、A 65.0%、B 33.3％であり、
Aで多かった。
Bでは院内での放射線治療で、移動にかかる負
担が少ないため、PSが悪くても治療を開始しや
すい。それが施行率の高さにつながったと考え
られたが、患者選定のハードルが低くなるデメ
リットにもなり、中断率は38.6％と高かった。



２-② 放射線治療
Aでは院外での治療となり、通院に片道40分
程度を要するので、その負担に耐えうるPS良
好な患者が選ばれていた。そのため、施行率
は低いが、奏功率が高かったと考えられた。

奏功率はAが明らかに勝るが、Bでも3人に1
人
に奏功していた。
これを考えると、症状緩和目的の放射線は、
治療を完遂できる月単位の予後が見込める患
者には、積極的に検討するのがよいと考えら
れた。



３-① 化学療法
施行率は、A 3.8％、B 13.9％であり、Bで多
かった。奏功率は、 A 35.7%、B 4.8％であ
り、Aで多かった。
Aでは、PSは良好で、化学療法の効果が期待
できる場合、想定する有害事象が自院で対応
可能な化学療法を施行していた。結果、施行
率は低いが、奏功率は良かったと考えられた。
また、疾患の内訳では、化学療法感受性の高
い造血器腫瘍が多かったことも、奏功率が上
がった理由と考えられた。



３-② 化学療法
Bでは、化学療法を専門にしていること、有害
事象出現時に迅速な検査や対処が可能であるこ
とが、施行率の高さにつながっていると考えら
れた。
そしてBでは、医療従事者、患者ともに化学療
法に期待するところが大きいことから、奏功の
可能性が低い化学療法でも行うことが多い。結
果、症状緩和の奏功率が低くなったと考えられ
た。



３-③ 化学療法
Ｂでは、PS不良だが本人家族の強い希望で
化学療法を施行することもみられた。
3例あったが、いずれも奏功はしなかった。
しかし、なかにはPS不良でも化学療法が奏功
し、ADLが著明に改善した患者もいる。
組織診断に基づいた化学療法の感受性を含め、
個別的、総合的に検討することが重要である。
症例を示す。

（ポスター発表にあたりご遺族の同意をいただい
た。）



【患者】91歳 男性
【主訴】食思不振
【サマリー】
元来健康で、自身の創立した南京玉すだれの座
長をつとめていた。
１か月続く倦怠感で救急受診した。全身の皮下
出血も観察された。
血液検査からDICと判断、原因精査でPSA567、
多発骨転移から前立腺癌と診断、DICの原因と
考えられた。
FFP、MAPと、ホルモン療法を開始し、1か月
は病状が安定していた。しかし、その後DICが
再燃した。



ProGRP163.1、NSE20.4であり、前立腺癌
に小細胞癌の要素があると判断した。PS3で
はあるが、元来健康であること、小細胞癌は
化学療法感受性が高いことから化学療法を施
行した。
カルボプラチンAUC2、エトポシド100mgを
weeklyで開始した。
【経過】
その後DICは改善し、化学療法の毒性もなく
退院した。退院後は南京玉すだれの座を率い
て老人施設を訪問していた。
救外受診から約１年半後に老衰に近い形で
永眠された。



【結語】
医療的介入の多さが予後の延長にはなら
ないことが示唆された。

放射線療法は症状緩和率が高いが、予後
がある程度見込まれて完遂できる症例を
選ぶ必要がある。

化学療法はPS不良患者には, 症状緩和に
寄与しないことが多いが、中には奏功す
る例もある。症例毎に慎重な検討が必要
である。



【補足的考察】
この演題をまとめるにあたり、施設間の看取りに携わ
るスタッフの姿勢の違いを感じた。
Aは緩和ケア病床であり、看取りを前提に患者を受け
入れている。Bでは病院の性質上、長期入院が困難で
ある。そのため終末期であっても、病状が安定し長期
入院となったら退院や転院をすることを常に考えてい
る。患者や家族との向き合い方にも差が生じると考え
られた。
Bのような地域基幹病院にも、入院期間に規定されず
Aのように看取りに向き合える病床が必要ではないか。
いずれにしても適切な医療的介入と緩和ケアが並行し
ていく事が、患者にとっては大事であると考えた。
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患者情報の取り扱いにおいては
個人が特定されないよう配慮し、
プライバシーの保護に留意した.
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