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1. 本年度の研究成果 

平成１８年度に作成した「わが国のがん緩和ケアの現状とこれからの行動計画」

に基づき、適切ながん疼痛治療を行うための「がん疼痛ガイドライン」の作成を

昨年度に引き続き行った。１．誰でもできるがん疼痛治療ガイドライン、２．専

門的なスタッフ、特殊技術、機器を必要とする専門性の高い医療者向けのガイド

ラインに分け、本年度は特に、１）小児がん疼痛治療ガイドライン、２）がん患

者に対する理学療法ガイドイラン、３）神経ブロックガイドライン、４）看護・

緩和ケアに関するガイドライン、などの専門家向けガイドラインを中心に作成し

た。いずれも基本的なガイドライン作成の手続きに従って、クリニカルクエスチ

ョンの作成、文献検索とそのエビデンス評価により推奨グレードを設定した。小

児がん性疼痛ガイドラインはすでに完成しており、小児がん学会、小児血液腫瘍

学会に提出し学会としてのガイドラインの認定を受けるべく準備を行っている。

それ以外の項目に関しては、今年度以内の完成をめざしている。本研究班の目的

は、ガイドラインのひな形を作成し、関連学会におけるガイドラインとしての認

定を受けるという新しいガイドライン作成システムの構築に寄与することである。

特にがんの痛みの治療は、横断的に多くの診療科にまたがっており、昨年度に完

成させ発表した痛みに対して基本的に誰でもできる鎮痛法ガイドライン（現在、

日本緩和医療学会には提出済み、日本臨床腫瘍学会には提出予定）を基本とし、

本年度に行っている専門家向けのガイドライン作成は画期的な研究である。特に

緩和ケアの領域は、科学的な根拠に基づく治療法が少なく、経験に基づくものが

ほとんどであったため作成にあたっては困難を極めた。しかし、本研究をもとに

科学的な根拠を今後作っていく糸口を作ることは政策医療の点でも貢献できる可

能性がある。今後、緩和ケアが施行される在宅医療向け、一般病院緩和ケアチー

ム向け、緩和ケア病棟向けなど、施設にのっとった疼痛治療バージョンを計画す

べきと考える。 
 

2. 前年までの研究成果 
まず、初年度には日本の緩和ケアの方向性を定めるためのグランドデザインの作

成を緩和ケアに関連する学会の代表を集めた検討会を元にして行った。それによ

って方向性だけでなく、問題点を呈示した。緩和ケアの普及において問題となっ

たのは基本となる疼痛治療ガイドラインであり、昨年度は誰でもできるがん疼痛

治療ガイドラインとしてオピオイド使用のガイドライン、鎮痛補助薬ガイドライ

ンと放射線療法ガイドラインの作成を行ない研究報告書としてまとめた。それぞ

れのガイドラインに対して、それを当該学会のガイドライン作成委員会に諮り学



会による認定をえるための追加作業を行っている。緩和ケアは、これまで末期医

療として普及してきた面が強く、文献検索によるエビデンスだけではガイドライ

ンとして不十分な点もあり、学会単位であらたにデルファイなどの方法を加えて

学会単位のものを作成しているのが現状である。オピオイド使用のガイドライン

は日本緩和医療学会において検討中である。鎮痛補助薬ガイドラインは、日本緩

和医療薬学会において、すでに指導要綱として認められている。がん性疼痛治療

における放射線療法ガイドラインも、まず学会誌への投稿から開始し、その結果

として学会認定のガイドラインとしての認定を模索中である。 
 

3. 研究成果の意義及び今後の発展性 
緩和ケアの日本への普及の第一歩として 1986 年に発表された WHO がん疼痛治

療指針があるが、その当時はオピオイドとしてモルヒネ水のみで行われていた。

現在はそれから２０年がたち、オピオイドの種類、剤形、投与経路も多種のもの

が使用できるようになり、また薬物療法以外でも放射線療法だけでなく、神経ブ

ロック療法も機器の進歩によりその施行適応が変化している。ガイドラインもそ

の時代に適応したものに進化していく必要がある。小児がん疼痛治療などあまり

目を向けられなかった方向にも進歩が必要である。特に痛みという他科に渡って

関連する患者の苦痛に対しては誰でもできる基本的な薬物療法、専門家向けの適

応を示す専門的な非薬物療法を示すことは、その領域における緩和ケアの教育ツ

ールの基本を指導する礎となる意味で重要である。その意味で本研究の示した役

割は今後のガイドライン作りに大きく貢献する可能性があると考えられる。また

緩和ケアのように科学的に根拠が少ない領域における臨床研究の焦点を定めてい

くためにも重要であると考える。また、緩和ケア行う環境も緩和ケア病棟、一般

病院の緩和ケアチーム、在宅医療多岐にわたるようになり、本研究で作成したガ

イドラインが現場向けにモディファイされていく必要もあると考えている。 
 

4. 倫理面への配慮 
患者を直接対象とする研究に関しては、当該施設における倫理委員会の承認のも

とに行う。 
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