
この内容は第55 回日本癌治療学会学術集会学術セミナー7の講演内容に基づき作成しました。

緩和ケアの定義を「6W1H」の視点で考えてみました。
-WHOの定義-

生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその
他の身体的問題、 心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確な
アセスメントと対処（治療・処置）を行うことによって、 苦しみを予防し、和らげる
ことで、クオリティ・オブ・ライフを改善するアプローチである。

日本ホスピス緩和ケア協会2017年5月改訂より

腹水による腹部膨満感

保険適用CART

腹水による腹部膨満感に対する治療法
 ・鎮痛薬、鎮痛補助薬
 ・利尿剤
 ・腹水穿刺排液
 ・腹水濾過濃縮再静注法（CART）

腹水による腹部膨満感ですが、治療法の選択肢は主に右の
4つが上げられます。
腹部圧迫による疼痛の緩和のために鎮痛薬・鎮痛補助薬をうまく
使うこと。次に原因にもよりますが、利尿剤を使うこと。
腹水貯留を繰り返す治療困難な難治性腹水の対処法として、
腹水穿刺排液や腹水濾過濃縮再静注法(CART)が使われています。
アウトカムは、症状緩和やQOL(生活の質)改善を指標とします。

CARTとは、腹水症（又は胸水症）患者の腹水（又は胸水）を
採取し、細菌やがん細胞を取り除きアルブミンなどの有用成分が
濃縮された腹水を点滴でもどす治療法です。

CARTは、以下のとおり難治性腹水症の患者さんに
保険適用されています。

東邦大学医学部
臨床腫瘍学・
医学教育センター

中村 陽一 先生

演 者

がん治療への緩和ケア ー 早期から終末期におけるCART(腹水濾過濃縮再静注法)を考える ー

がんと診断された時からの緩和ケア

がんは診断された時から緩和ケアが始まります。本日は緩和ケアの総論
から、腹水の管理についてご講演いただきます。

小林 裕明 先生（鹿児島大学医学部 産科婦人科）からメッセージ司 会

はじめに

診療報酬算定方法に伴う実施上の留意事項について
K365 胸水・腹水濾過濃縮再静注法
一連の治療過程中、 第1回目の実施日に、1回に限り算定する。なお、一連の治療
期間は2週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後 2週間を経過して実施
した場合は改めて所定の点数を算定する。

（平成30年3月5日 保医発0305第1号）

包括評価制度（DPC）における診療報酬算定
「K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注」は、手術の部で算定されます。手術の部で
算定する特定保険医療材料及び手術料は出来高による算定が可能ですので、
CARTにかかる材料価格、手術料は、出来高算定が可能です。

K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法（平成30年4月）

特定保険医療材料名称

腹水濾過器、
濃縮再静注用濃縮器

材料価格

64,100円
（回路含む）

手術料

胸水・腹水濾過濃縮再静注法
4,990点

（Cell-free and Concentrated Ascites Reinfusion
                                              Therapy：腹水濾過濃縮再静注法））

アウトカム：症状緩和、QOL改善

がん患者の消化器症状の緩和｢悪性腹水」への対処法を考えてみました。



がんと診断された時からの緩和ケア

Whom 緩和ケアはだれに？

QOLを向上させるために行います。
早期からの緩和ケアはがん患者の苦痛を緩和し、
生存期間を延長するという有名な論文を改めて紹介します。
進行肺がんに対し、がんと診断された時から、抗がん治療
と並行して、早期に緩和ケアを導入した群と緩和ケアを
導入せず通常の治療を行った標準治療群の比較が行われ
ました。その結果、早期に緩和ケアを導入した群でQOL
が改善し、不安や抑うつが減少。更に、生存期間が明らか
に延長したというインパクトがある結果が得られました。
これ以来、世界中で早期からの緩和ケアが必要という
ことになり、日本でもがんと診断した最初から緩和ケア
を行っていこうという流れになっています。

患者さんと家族のために行います。

緩和ケアの定義として「6W1H」の視点で緩和ケアを考えてみました。

「死期が近い場合の不安や心配ごと」の
意識調査を右に示しました。最も多い訴え
は「病気が悪化するにつれ、痛みや苦しみ
があるのではないか」という身体的、精神・
心理的な苦痛、次いで「家族や親友と別れ
なければならない」というスピリチュアルな
苦痛でした。また｢残された家族が経済的
に困るのではないか｣｢財産がどうなるのか」
といった社会的な苦痛も挙げられました。
このように様々な｢死期が近い場合の不安
や心配ごと｣の全人的な痛みに対してケア
を行うことが緩和ケアでは大事です。

Why なぜ緩和ケアが必要？

What 緩和ケアは何をするの？
緩和ケアとは全人的なケアを行うことです。
身体的な痛みに加え、精神的・心理的、社会的、
スピリチュアルな問題を早期から正確にアセスメントし
解決することにより、苦痛の予防と軽減を行います。

身体的な痛み
痛み

身体機能の障害

スピリチュアルペイン
自律性の喪失、価値観の変化
なぜ自分がこんな病気に

孤独感

精神的・心理的な痛み
不安、恐怖、怒り、
いらだち、抑うつ

社会的な痛み
仕事上の問題、家庭内の問題
金銭問題、人間関係

全人的な痛み
Total Pain

Psychological

Spiritual

Social

Physical

緩和ケア＝全人的なケア
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病気が悪化するにつれ、痛みや苦しみがあるの
ではないかということ

家族や親友と別れなければならないこと

残された家族が精神的に立ち直れるかということ

自分のやりたいことがやれずじまいになること、
やり残したことがあること
残された家族が経済的に困るのではないか、
どこへ行くのかということ
自分が死ぬと、自分はどうなるのかということ

自分の存在が消滅すること

自分の存在がこの世から忘れられてしまうので
ないかということ
財産がどうなるのかということ

職場や周りの人が仕事や業務のことで困るので
はないかということ

心配や不安はない

♠身体的な苦痛
♣ 精神・心理的な苦痛
♦ 社会的な苦痛
♥ スピリチュアルな苦痛
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日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団 ホスピス緩和ケアに関する意識調査 男女1,000名 改変
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死期が近い場合の不安や心配ごと

A. Functional Assessment of
Cancer Therapy - Lung：FACT-L 

標準治療群 早期緩和ケア
導入群

B. Lung-cancer subscale：LCS 

標準治療群 早期緩和ケア
導入群

C. Trial Outcome Index：TOI

標準治療群 早期緩和ケア
導入群

Early Palliative Care for Patients with
Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer.
New England Journal of Medicine 2010; 363: 733-42より改変

■ 2011年調査　■ 2008年調査　■ 2006年調査

肺がん患者の各種QOLスコア
(FACT-L、LCS、TOI)が早期
緩和ケア導入群で改善され
ました。

（％）



がんと診断された時からの緩和ケア

がんと診断された時から緩和ケアが開始されます。
ただし右図のように緩和ケアと治療の割合が時間と共に
徐々に変化します。
死が近づいた時のケア（エンドオブライフ・ケア）と亡く
なった後の遺族ケアをホスピスケアと位置付けており、
亡くなった後の家族のケア（遺族ケア）まで行うことが
重要です。

When いつ、緩和ケアが必要？ 

患者さんが希望する療養場所と希望する看取りの場所に
は相違があります。希望する療養場所として最後は自宅
で、療養して具合が悪くなったら緩和ケア病棟又は今まで
通った病院に行きたいという患者が多く、自宅でその
まま看取られたいというのは実は少数派です。
いつでも、どこでも、切れ目のない緩和ケアが提供出来る
体制を整備する必要があります。

Where どこで、緩和ケアを？

患者さんが状況に応じて、病院や在宅、ホスピス・
緩和ケア病棟を自由に行き来できることが理想です。

■ 緩和ケアの理想的な構図

1次緩和ケア： がん診療に携わるすべての医師や
 プライマリーケア医が実施
2次緩和ケア： コンサルテーションと専門的な治療とケアを
 提供できる医師（例：緩和ケアチーム）が実施
3次緩和ケア： 対処が困難な症状や複雑な心理社会的問題を抱える
 患者と家族に対する専門的知識や技術を持ち、更に教育
 や研究を実施する医師が実施
この1次緩和ケアを広めることは、全ての医療者が1次的に緩和
ケアを提供する（広める）ことになり大変重要な課題です。

Who だれが、緩和ケアを提供? 1次緩和ケアを広める

希望する療養場所は変化する

包括的がん医療のモデル

ホスピス・緩和ケア病棟

病院 在宅

1次 緩和ケア

2次 緩和ケア

3次 緩和ケア ＝地域緩和ケアリソース

＝緩和ケアチーム
緩和医療の専門家

＝がん診療に携わるすべての医師

「痛みを伴う末期状態（余命が半年以下）」の場合
一般集団2,527人（2008年）より

希望する療養場所

緩和ケア病棟

自宅

今まで通った病院

がん治療病院

緩和ケア病棟

自宅

今まで通った病院

がん治療病院

希望する看取りの場
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32%

Education in Palliative Care and
End-of-Life Care Oncology : 2005

抗がん治療
（治癒・延命・症状緩和）

支持療法

診断 予後約6ヶ月 死亡

緩和ケア
エンドオブ
ライフ・ケア

ホスピスケア

遺族ケア
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50

40

30

20

10

0Pa
tie

nt
s 

w
ith

 M
oo

d 
Sy

m
pt

om
s（

%
） 標準治療群 早期緩和ケア導入群

100

80

60

40

20

0
0 10 20 30 40

Months

Pa
tie

nt
s 

Su
rv

ivi
ng（

%
）

早期緩和ケア導入群

標準治療群

病院環境における不安と抑うつ尺度（12週目におけるQOLの変化） 生存期間
HADS-D*： うつ病の度合い（正常範囲
 を超えた悲しみが続く状態）
HADS-A*： 不安度（漠然とした未分化
 な恐れの感情が続く状態）
　　*各7項目で4段階で評価し高い方が悪い

PHQ-9： 大うつ病性障害　　　　
 その他のうつ病性障害　 
 うつ状態（症状レベル：重症度）

早期緩和ケア導入群で不安や抑うつが減少しました。 早期緩和ケア導入群で生存期間が延長しました。



まとめ

東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング 〒101-8101
TEL.03-3296-3723
http：//www.asahikasei-medical.co.jp  

No.2018.3-2166

緩和ケアを最初に始めたシシリー・ソンダースの言葉に、緩和ケアとは、"Not doing, but being" という言葉が
あります。「何もできないとしても、そこに寄り添うことが大事だ」という緩和ケアの本質を表現した言葉です。
現在、緩和ケアにはさまざまな医療手段があり、患者さんの病態、患者さんの大事にしていることなど、
目的に合わせて治療法を選択することが可能です。消化器症状の悪性腹水への対処としてのCARTもその1つ
であり、 "Doing the best"  として、治療の選択肢のひとつとして考えていく必要があります。

「どのように?｣の中で大事なこととして、意思決定支援を行わなければいけないことが、緩和ケアには求められています。
下の図はillness trajectory（病の軌跡）です。縦軸は身体機能、横軸は時間経過を示します。医療者並びにがん医療に携わる
人、患者さん・ご家族がこの図をきちんと認識することが大事です。がんにおいては、緩和ケアを行うことで急に下降する身体
機能のカーブを少しでも緩やかにする作用があると考えています。

Lynn J, et al.JAMA 2001改変

緩和ケアに求められていること

すべての医者が取り組むべき緩和ケアの内容として、右の
6項目(緩和ケア研修会で行う課題)が大切になります。
治療医ががん告知を行う時、相手の気持ちに配慮すること、
これも緩和ケアのひとつではないでしょうか？

How どのように、緩和ケアを提供?
● がん疼痛 ： WHOラダーに従った適切な治療
   オピオイドの処方、患者・家族への説明
● 消化器症状 ： 嘔気、嘔吐に対する対応
● 呼吸器症状 ： 呼吸困難感に対する対応
   とくに、モルヒネの使用
● 精神的苦痛 ： 気持ちのつらさ、せん妄への対応
● コミュニケーション ： 気持ちに配慮した・がん告知
● 地域連携 ： 希望する療養場所をともにめざすこと

1次緩和ケア

PEACE

疾患群別の予後経過

高い

身体機能

低い
時間経過

死亡 死亡 死亡

がん等 心・肺疾患末期 認知症・老衰等

比較的長い間機能は保たれる。
最後2ヶ月くらいで急速に機能が
低下する。

急性増悪を繰り返しながら、
徐々に機能が低下する。
最後は比較的急に低下する。

機能が低下した状態が長く
続き、さらにゆっくりと
機能が低下する。

PEACE:Pallative care Emphasis program on symptom management and Assessment 
for Continuous medical Education より




