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１．本年度の研究成果	 

（１）除痛率と評価指標の測定方法	 

平成 24 年 5 月より協力施設（青森県立中央病院）に入院した全がん患者を対象として、

主治医が不適当と認めた者、および認知機能などによりコミュニケーションが困難である

者を除き、研究参加を依頼した。参加承諾の得られた患者については簡易疼痛調査用紙

Brief	 Pain	 Inventory	 (BPI),がん患者 QOL の調査に汎用される	 Functional	 Assessment	 

Cancer	 Therapy-General（FACT-G)、痛みの有無、痛みに対する治療の有無、を聴取し、さ

らにいずれかに「有り」と回答した患者へは過去 24 時間の安静時最大の痛み、平均の痛み、

動作時の最大の痛みを 0-10 のスケール(Numeric	 Rating	 Scale,	 NRS)	 、痛みにより日常

生活上できないことの有無を訊ねた。研究開始（5 月 21 日）より 6 月 8 日を「前観察期」

として、入院当日、入院後 8 日目、15 日目にのみ調査事項を聴取し、7 月 1 日以降は「連

続測定期」として、痛みの有無や NRS については、毎日聴取するようにした（BPI、FACT-G

の頻度は前観察期と同じ）。	 

	 毎日患者に痛みの有無を聴取することによる変化を前観察期と連続測定期（介入前）で

比較し、教育・啓発介入による変化は連続測定期の介入前後の比較を計画としている。10

月から開始された「教育･啓発期」の効果は本格的には一連の介入が浸透する 1 月以降に期

待されており、今回は前観察期と介入前連続測定期の変化を検証した。変化の指標として

は除痛率および平均 NRS、FACT-G を使用した。除痛率は、痛みが「ある」、あるいは鎮痛薬

を「服用中」と回答した患者のうち、痛みにより日常生活上できないことを「なし」と答

えた者の割合をもって「除痛率」とした。また、鎮痛薬の選択における適切性を検討する

指標として、国際的な指標である Pain	 Management	 Index（PMI)についても検討した。	 

	 前観察期には延べ 197 名、連続測定期には延べ 941 の入院患者から同意が得られ、痛み

の聴取と定期的な BPI、FACT-G を測定した。平均年齢は、それぞれ 65.5 歳（SD：12.8）、

65.3 歳（SD：12.4）（P=0.85）であり、女性の割合はそれぞれ、45.1％、47.0％（P=0.59）

であり両群で差はなかった。がん種別では大腸がん 193 名が最も多く、次いで肺がん 131

名、胃がん 125 名であった。	 

入院当日、8 日目、15 日目の前観察期および連続測定期における除痛率および、平均 NRS、

また PMI の分布は表１、表２、FACT-G のスコアは表３の通りであった。除痛率は全体的に

連続測定期の方が高い傾向にあったものの、入院当日、15 日目において有意差はなく、8

日目においても 0.05 の有意水準には達しなかった。	 

	 



表１	 前観察期と連続測定期の除痛率 

 
前観察期（３回のみ測定） 連続測定期 P 値 

入院後 
除痛 
対象 

除痛 
成功 

除痛率 
除痛 
対象 

除痛 
成功 

除痛率 3 回 vs 連続測定 

1 日 81 36 44.4 402 202 50.3 P=0.34 

8 日 72 38 52.8 370 238 64.3 P=0.06 

15 日 48 28 58.3 201 131 65.2 P=0.38 

 
表２	 前観察期と連続測定期の PMI がマイナス症例の割合（不十分投薬の国際指標）	 

 
前観察期（３回のみ測定） 連続測定期 P 値 

入院後 
対象 
患者 

PMI<0
（数） 

割合 
（％） 

対象 
患者 

PMI<0
（数） 

割合
（％） 

3 回 vs 連続測定 

1 日 69 47 68.12 334 237 70.96 P=0.64 

8 日 65 43 66.15 354 202 57.06 P=0.17 

15 日 42 22 52.38 189 97 51.32 P=0.90 

 
表３	 前観察期と連続測定期の FACT-G スコア	 

 
前観察期（３回のみ測定） 連続測定期 P 値 

入院後 
対象 

患者 
平均 FACT-G 

対象 

患者 
平均 FACT-G 

 

1 日 130 72.2  547 74.5  P=0.13 

8 日 97 68.3  415 70.2  P=0.26 

15 日 57 70.3  231 70.3  P=0.99 

注：３回測定期の測定日は 1 日、8 日、15 日を基本とするが、手術、ICU 入室、一時的な	 

せん妄などの認知機能障害により痛みの聴取が不可能な時には後日聴取した例も含む	 

 
今回の結果からは医療者が連続的に痛みを聴取するだけでは、除痛率や痛みへの対応姿

勢に大きく変化が無いことが判明した。今回のデータは教育・啓発介入が始まる前のもの

であり限定的であるが、今後、様々な介入の後で、施設全体としての除痛率の推移がどの

ように変化するかを検討し、施設における除痛成績測定のモデルを提示することを目標に

する。	 

（２）教育・啓発介入	 

教育介入は、がん診療に携わる院内の医師 50 名、看護師 333 名を対象にした。教育・啓

発介入は 10 月 1 日より開始し、臨床現場への反映のため診療科別、病棟別の教育を多用し

た。医師対象の教育は症例検討 2 回、がん疼痛治療勉強会を 4 回開催し、延べ 100 名が参

加した。病棟看護師対象の教育は、痛みの評価方法の基本、オピオイドの副作用の評価に

ついて講義が 16 コマ開催され延べ 159 人が参加した。院内全体を対象にした勉強会は 2 回

開催され 78 名が参加している。10 月までの測定結果についての院内へのフィードバック説

明会は 11 回開催し 161 名の参加があった。今後の教育・啓発介入としては 12 月 1 日、2 日



に院内の医師と看護師対象の緩和ケア研修会と年度内に診療科別、病棟別の教育 20 コマ程

度を予定している。教育啓発介入の成果は、除痛率および、平均 NRS、PMI、FACT-G に加え

て、院内の医療用麻薬消費量の増加量としても比較を予定している。	 

（３）患者インタビュー調査	 

がんによる激しい痛みのある患者は全員が、自分らしくいられなくなり、一刻も早い除

痛を望んでいたにも関わらず、医療者の対応によっては、痛みを伝えることができなかっ

たり、我慢を重ねていたことが示された。また、医療従事者側から痛みについて患者に訊

ねることを、ほとんどの患者が好感を持って受け止めていることが示された。	 

（４）医療者インタビュー調査	 

緩和ケアに対して、「痛みや苦しみを和らげるもの」であるという認識は共有していたが、

終末期のもの、または終末期に向かうもの、というイメージが強かった。がんの治療にお

いて、緩和ケアが重要であるという理解はあり、緩和ケア教育に対する関心も高かった。	 

	 

２．前年度までの研究成果	 

除痛率算定のモデルを示すために青森県立中央病院において①関係者への説明・調整（倫

理審査を含む）、②情報収集のための電子カルテと連携したシステムの構築、③情報収集手

順を検討した。具体的には除痛率の算出式を、（痛みの取れた人数）÷（痛み治療中人数＋

無治療の痛み患者）として確定し、そのための具体的な質問の検討をした。除痛率算定対

象患者として全がん患者、痛み治療中患者、などが選択肢として考えられたが、網羅的に

痛みのあるがん患者をスクリーニングすることとし 2 月後半よりパイロット情報収集を開

始した。手順上の問題点を解決しつつ、5 月からの本調査からの手順を確立した。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

今後、院内スタッフに対して疼痛緩和の方法・手順に関する教育介入を行っていくこと

で、その効果を痛みの定量測定や QOL スコアなどで評価すると共に、除痛率の算定方法を、

入院後の最適なタイミングなどを含めて検討していく。また、今回取得された痛みのデー

タから、疼痛対応の指標として使用される Pain	 Management	 Index の妥当性などについて

も検討を加え、疼痛治療に関する信頼できるエビデンスの構築へと発展させる方向性を予

定している。さらに次の段階として、他施設における結果の確認や、除痛率を指標とした

施設の疼痛管理の評価の利用方法なども視野に入れた検討を行っていく。	 

	 

４．倫理面への配慮	 

本研究においては、国立がん研究センターの倫理審査委員会と青森県立中央病院の倫理

審査委員会で承認を得ている。さらに、すべての対象患者に対してデータ収集の同意を取

り、院内において研究に関する掲示・ニュースレターを通じた、情報公開を行っている。

また、データの解析前には患者個人情報を削除して匿名番号により管理を徹底している。	 
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