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がん緩和ケアとは何か？

1）がん患者に対する治療
1．がんを治癒させるための治療：局所療法

がんは1981年以降、30年以上にわたり日本人の死因の
第1位を占めている。2011年度でみれば、死亡数全体の
約30％に相当するが、逆にいえば70％近くは、がん以外
で亡くなられている。したがって「がんは死に至る病」と
いうイメージは次第に薄れるはずである。

事実、がんの治療成績は向上している。たとえば、7
府県の地域がん登録における2003 ～2005年の診断例の
全がん5年相対生存率は58.6％である。あるいは、全国
がん（成人病）センター協議会加盟施設における5年生存
率（2001 ～2005年の診断例）によると、全がんの男女合
計では66.3％であり、その内の手術症例のみの場合では
79.1％である。

このように、がんは慢性病化している面がある。他方、
治癒に至らない場合があることも事実である。ここに、
がん緩和ケアの必要性がある。治癒に至らなくとも不快
な症状を軽減することは臨床的に重要である。当然なが
ら緩和ケアは、がん患者の専有物ではないが、ここでは
対象としてがん患者に焦点化する。

2．がんの症状を軽減させるための治療：がん緩和ケア
がんと診断された場合、治癒を願うのは当然である。け

れども、がんの特色の一つは、治癒の可能性の高い早期が
んにおいて自覚症状の乏しい点にある。したがって早期発
見のために、がん検診の必要性が叫ばれるのである。

裏を返して言えば、自覚症状の出現によりがんの治療
が開始された場合、治癒の可能性は厳しくなる。たとえ
治癒の可能性は低くとも、患者、及び家族に不快な症状
の緩和を図ろうとする努力こそ緩和ケアである。

WHOは1989年と2002年に緩和ケアの定義を発表して
いる。後者によれば、
「緩和ケアとは、命を脅かす病気に付随した問題に直

面した患者、及び患者家族のQOL（人生の満足度）を改
善するアプローチ（方法）である。それは予防や苦悩（Suf-

fering）からの解放によって成し遂げられる。その手段は
早期の同定、妥当性のある状況判断、そして治療による。
それは苦痛（Pain）、その他の身体的、心理社会的、スピ
リチュアルな問題に関してである。」

したがって、緩和ケアの対象には、がん患者のみなら
ず、その家族も含まれる。さらに、身体的問題のみなら
ず、心理社会的問題、スピリチュアルな問題にまで広が
りを持つのである。

緩和ケアでは、がん自体の治癒は目指さないが、2次
的に発生する障害を予防し、がんによる不安や抑うつな
どの心理的問題、スピリチュアルな問題などの軽減を図
ろうとする。そのためには、できる限り早期に必要性を
認めること、妥当性のある状況判断に基づくこと、治療
的介入を図ることが求められる。そのためには、種々諸々
の問題について幅広く、深く対応する観点から、複数の
専門職の協業によるチーム医療の展開が必要となる。

2）がん緩和ケアと病勢の進行
1．がんと診断される前の緩和ケア

臨床的には、がんと診断される前から緩和ケアがあり
うる。がんの自覚症状の一つに「痛み」がある。その痛み
のために診断に難渋することもある。たとえば、痛みの
ために体動が抑えられず、CTやMRIの画像を得られな
いことがある。その際、疼痛緩和により画像診断を可能
にすることも広い意味では緩和ケアの一つといえる。

ただし、緩和ケアには、前述したように「命を脅かす
病気に付随した問題」という前提条件があるので、すべ
ての疼痛軽減が緩和ケアという意味ではない。また、緩
和ケアは疼痛緩和に限定されるものでもない。

2．がんと診断されてからの緩和ケア
たしかに、痛みは死を想起するほど辛い症状である。

したがって、痛みの軽減は患者にとって朗報に違いな
い。けれども、痛みを緩和したからといってがんが治癒
するわけではない。がんには痛み以外にも全身倦怠感、
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易疲労性、呼吸困難、悪心・嘔吐、便秘や宿便など多く
の症状がある。すべての症状を軽減できるわけではない
が、緩和ケアは患者を不快にさせる症状緩和を目的とし
て知識と技術を提供している。

がんの治癒的治療は、消化器科、呼吸器科、泌尿器科、
乳腺科、血液腫瘍内科などの診療科に分かれての対応が
図られている。これに対して緩和ケアは、臓器系統別の
対応ではなく、固形がんから液性がんに至る全がん種を
対象としている。また、介入の方法も薬物療法、放射線
療法、外科手術などの身体的アプローチのみならず、心
理社会的、スピリチュアルなものまでの広がりを持つた
め、複数の専門職によるチーム医療の形態をとることが
多い。

日本緩和医療学会の専門医は数的に少ない現状にあ
るが、痛みに対する麻酔科、精神症状的問題に対する精
神腫瘍科、易疲労性に対するリハビリテーション科な
ど、治癒的治療では必ずしも前面に出ていない診療科の
参加がある。さらに、がん看護専門看護師や認定看護師、
薬剤師、リハビリテーション専門職（作業療法士、理学
療法士、言語聴覚士）、ソーシャルワーカー、栄養士（管
理栄養士）、歯科・口腔衛生の専門職、心理職など、多
くの専門職が緩和ケアに参加している。

3．がん治療中の非治癒的治療
がん治療は日進月歩である。局所療法としての外科手

術では、再発予防のための拡大切除から次第に切除範囲
の縮小が図られているが、いずれにせよ切除部位に応じ
た機能障害が避け難い。このような治療による機能障害
や不快な症状への対応も緩和ケアの範疇として取り上げ
られるようになってきた。

放射線療法には、主として治癒的治療中に発生する急
性障害、及び治療終了後に発生する晩発性障害が知られ
ている。それらへの対応は支持療法として展開してきた。
他方、放射線療法は転移性骨腫瘍への照射など、緩和治
療としても活用されている面がある。疼痛緩和、骨折や
麻痺の予防などの効果が知られているが、除痛と骨硬化
には時間差のあることが知られており、そのような留意
点に関する患者への情報伝達も重要である。

さらに、全身療法としての薬物療法にも有害事象の発
生は不可避である。たとえば、抗がん剤治療による骨髄
抑制により、免疫力低下、易感染性となる。これに対す
る抗生物質の投与、あるいは細菌への暴露の少ない環境
の提供が支持療法として試みられてきた。

液性がんの場合、抗がん剤治療は治癒的療法ではない
ことが多い。したがって、「いつまで投薬による治療を
継続するか」という判断を行うことは重要であるが、緩
和ケア的観点から臨床課題として考えることもできる。

この問題は身体的次元のみならず、治療費や家族関係と
いう社会的問題、生きる価値や意味ある人生などのスピ
リチュアルな問題にまで広がりを持ちうるからである。

このように、がんの治癒的治療における有害事象への
対応は、支持療法として試みられてきたが、さらに緩和
ケアとしての介入もなされるようになってきた。その意
味で両者の境界は厳密ではなく、重複部分があることか
ら、むしろ次第に曖昧さを増してきている。

4．�治癒的治療に反応しなくなった後の緩和ケアに�
対する名称の変遷
①�ターミナルケア　Terminal�care：1950年代からア

メリカやイギリスで提唱された考え方で、人が死
に向かってゆく過程を理解して、医療のみでなく
人間的な対応をすることを主張した。
②�ホスピスケア　Hospice�care：1960年代からイギリ

スで始まったホスピスでの実践を踏まえて提唱さ
れた考え方で、死に行く人への全人的アプローチ
の必要性を主張した。
③�緩和ケア　Palliative�care：1970年代からカナダで

提唱された考え方で、ホスピスケアの考え方を受
け継ぎ、国や社会の違いを超えて人の死に向かう
過程に焦点をあて、 積極的なケアを提供することを
主張し、WHOがその概念を定式化した。
④�支持療法　Supportive�care：1980年代にアメリカ

やヨーロッパでがん治療から発展した考え方で、治
療に伴う副作用の軽減や、リハビリテーションな
ど抗がん治療でない 様々な治療を指しており、緩
和ケアと重なる概念である。
⑤�緩和医療（学）Palliative�Medicine：1980年代からイ

ギリスで緩和ケアを支える学問領域として発展し
たもので、国際的にも緩和ケアを学問的に裏づけ
る医学や看護学等の専門領域のひとつとして確立
している。
⑥�エンドオブライフ・ケア　End-of-Life�care：1990

年代からアメリカやカナダで高齢者医療と緩和ケ
アを統合する考え方として提唱されている。北米
では緩和ケアはがんやエイズを対象としたものと
いう理解があり、がんのみならず認知症や脳血管
障害など広く高齢者の疾患を対象としたケアを指
している。
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3）がんの治癒が望めなくなってきた場合の対応
1．局所療法に対する適応がない場合

固形がんの場合、がんの治癒的治療は外科手術を選
択されることが多い。したがって、外科手術の適応がな
い場合、緩和ケアが検討される。前立腺癌のように年齢
や状況によっては治癒的治療をせずに放置する対応もあ
る。この際、痛みの軽減などの緩和ケアが選択されるこ
とはある。

前述したように、放射線療法には治癒的治療の場合
と緩和的治療の場合がある。前者と後者では線量やスケ
ジュールが異なるので、その対応も異なる。いずれにせ
よ局所療法なので、全身治療には適応がない。

がん性疼痛の中でも頻度が高いといわれている骨転
移痛には放射線療法の適応があるが、除痛は照射後数週
間以内であるのに対し、骨の硬化には数か月かかること
もあり、骨痛が取れても骨に安定性のない時期には、歩
行器や杖を使用するなど体重の負荷を分散させた多点支
持を心掛け、かつ緩慢な体の動かし方をし、ひねる動作
をできるだけ回避するなどの工夫が必要である。

2．全身療法に対する適応がない場合
固形がんの場合、がんが局所から全身に広がりを見せ

た際には抗がん剤をはじめとする薬物療法の適応になる
ことがある。抗がん剤による治療は治癒を目指すという
よりも症状緩和として用いられることがあり、緩和ケア
の一種といえる。たとえば、多発性骨髄腫による痛みの
場合、抗がん剤による治療が有効である際、最も除痛効
果が得られ、オピオイドに勝ることがある。

3．個別の症状に対する緩和ケアの適応
たとえば、緩和ケアの対象として頻度の高いものに痛

みがある。痛みは複雑な面があり、身体的、精神的、社
会的、スピリチュアルな分析が必要といわれている。そ
の意味で全人的痛み（Total Pain）と呼ばれることもある。
したがって、その緩和ケアも、身体症状的アプローチ、
精神症状的アプローチ、社会的アプローチ、スリピチュ
アルなアプローチをとるのである。

身体的痛みの側面が強い場合でも、神経障害性疼痛、
体性痛、筋筋膜性疼痛などがあり、それぞれに対応する
薬物療法も異なる。オピオイド以外にもNSAIDｓの適
応、あるいは非薬物療法を検討する必要もあるので、痛
みのアセスメントも重要である。

同様の事情は、呼吸困難や全身倦怠感などについても
いえる。それは患者自身の体験に基づく主観的症状であ
り、他人には直接的に伝わらない性質を持っている。し
たがって、これに対応するには症状を聞き出すテクニッ
ク、言い換えれば、緩和ケア対応を図るためのコミュニ

ケーションスキルが必要とされる。

4）看取りの場所の選択
1．病院死

21世紀の日本社会では病院での死亡が多い。国民皆保
険制度が開始となった1961（昭和36）年ごろは在宅での
死亡が多かったが、現在では在宅死は激減した。各種の
調査によれば、がん患者の希望は在宅死であるが、いろ
いろな阻害要因により果たせないことが多い。

わが国では、ホスピス緩和ケア病棟が医療施設として
展開してきた歴史がある。これに対して先進国では、在
宅死が多くなってきており、必ずしもホスピス緩和ケア
病棟で亡くなることを目指してはいない。

米国では、施設としてのホスピス緩和ケア病棟は少な
い。特に65歳以上の高齢者に対しては、メディケアによ
る在宅ホスピスのプログラムが充実している。これは居
宅を基盤として、訪問看護、訪問リハビリテーションに
より高齢者のケアを行う方法であり、在宅ホスピスと呼
ばれることもある。

2．病院以外の施設
これまでは、病院以外ではホスピス緩和ケア病棟で亡

くなることが多かった。しかしながら、超高齢社会を迎
えたわが国では、高齢者数の増加に対して施設建設が追
い付かない。そのため医療関連施設への入所は不可能に
近く、老人介護保健施設や特別養護老人ホームにおいて
も緩和ケアの必要性が出てきた。すなわち、プライマリ
ケアにおける緩和ケアの普及の必要性が高まっているの
である。けれども、現認研修や教育の機会は少なく、解
決の糸口にたどり着けないでいる。

3．在宅死
これまでの在宅ケアは、脳血管障害をモデルとして

いること多かった。脳血管障害は、いわゆる寝たきり原
因の第一を占めており、家庭での介護に難渋することか
ら、「介護疲れ」「共倒れ」という社会的問題を生んだ。

あまり知られていないが、がんの場合は在宅死の可能
性が高い。がん患者は、満足のいくがん治療を受け、か
つ、有効な訪問看護や訪問リハビリテーションを受けら
れれば、亡くなる3日前まで自力でトイレに行かれる人
が多い。したがって、介護負担は脳血管障害とは異なる。

これは、がんと脳血管障害の疾患経過の違いにもよ
る。がんは易疲労性が強く、ワンショットの動作は可能
なことが多い。だから、タイミングを見て介入すれば、
その日が来る直前まで自宅で過ごせる可能性が高い。が
ん患者の場合、ベッドから出られなくなった際は御看取
りが近いことを意味するので、3日間、72時間程度なら
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家族が介護できる可能性は高い。
2000年に開始された介護保険は、在宅介護において一

定の役割を果たしてきた。しかし、がん患者の場合、治
癒的治療の可能性が低くなって在宅に戻るのであり、ケ
アの必要性は高まる。その際、近い将来の看取りが想定
されるので、実態は在宅ホスピスとしての機能が求めら
れる。この点、医療サービス、中でも在宅ホスピスケア
に関して旧来のケアマネージャーでは医療的対応能力に
限界がある。これからは在宅看取りを踏まえて、医療・
保健・福祉をトータルにコーディネートできる人材が求
められる。

5）緩和ケアの将来
1． かつて骨転移は固形がんの場合、進行がんの典型例

とされ、予後予測が主なテーマであった。しかし、
骨修飾薬（BMA）の登場により、症状緩和とともに生
命予後の延長がみられるようになった。ここから、
がんの病勢の進行の再検討が始まろうとしている。

2． 同様に、がん悪液質も代謝状態の変化のみならず、
そのメカニズムの解明と共にサルコペニアが研究さ
れるようになった。がんの進行による骨格筋の減少
が中核といわれているが、その対策が再検討されて
いる。

3． このように、これまでは治癒の可能性のない症状の
一つとしてとらえられていた症候が、がんのメカニ
ズムの解明の糸口となりつつある。したがって、が
ん緩和ケアはがん治療と密接な関係にあるといえる。

4． ホスピス緩和ケア病棟に始まる我が国の緩和ケアは、
院内の緩和ケアチームへと展開している。全国397か
所のがん診療連携拠点病院には緩和ケアチームがあ
り、日本緩和医療学会への登録チーム数だけでも480
を超えている。たしかに、量的には充実してきたか
もしれないが、これからは質が問われるのである。
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