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研究の概要
再発・進行がんに対する抗がん剤治療は、一般に、ある程度の延命や症状緩和をもたらすが、多くの場合、根治
困難であり、ある時期に全面的緩和ケア(best supportive care)への移行が必要となる。しかしながら、抗がん剤
治療の効果について、患者と医療者の認識のギャップがあることが知られており、患者の積極的治療への期待は大
きい(Lux et al. Breast Cancer Res Treat 2013)。このような「誤った認識」と「論理的な意思決定」には、が
ん腫や人種、医師とのコミュニケーション、患者の否認、患者の全身状態（治療効果が不確実で全身状態が悪いほ
ど受け身の意思決定を好むなど）
、文化的に容認される意思決定様式など多くの要因が影響するとされる(Weeks et
al. N Eng J Med 2012; Fu S, 2012; Matsuyama R, 2006; Lennes IT, 2013)。
一方、がん医療において、多職種チームによる医療（以下、チーム医療）が世界的なモデルとして推奨されて
いる。終末期の意思決定は患者の quality of life に顕著な影響をもたらすことが明らかにされている（Wright AA,
2008, 2010; Mack JW, 2010, 2012）
。さらに進行肺癌患者に対する研究では、診断直後の早期からの主治医チーム
以外のチーム（この場合は腫瘍学出身の緩和ケアチーム）の導入が、結果的に進行期での治療選択に関する議論を
可能にする触媒となり、終末期における抗がん剤治療頻度を下げ、患者のクオリティオブライフ(QOL)だけでなく、
生存期間をも延長する可能性が示唆されている(Temel et al. N Eng J med 2010)。一方、
「チーム医療」の定義や
あり方は一律ではなく、国の医療制度や院内でのシステム、解釈によって異なる。いわゆる「チーム医療」により、
治療方針は 2-25％変更される一方、多職種での議論が方針決定に至らないケースも 27-52％あるとされ、時間や患
者の負荷、参加度の低さ、チームワークの悪さ、リーダーシップの欠如などが課題とされ(Lamb et al, Ann Surg
Oncol,2011)、
「チーム医療」自体もアウトカムの評価と改善を要する。
患者が直接医学情報へのアクセスが可能となった現代のがん医療では、患者の自己決定を支援するモデルが必
要である。患者の意思決定の理論的モデルには paternalistic model, informative model, doctor-as-agent model,
shared –decision model など様々なモデルが提示されているが、これらの多くは患者・家族と医師の二者間での
モデルであり、チーム医療を前提としていない(Tariman et al. Oncol Nurs Forum 2012)。近年の医学社会学的研
究では、終末期の話し合いは主治医・患者間で行われるよりも、きっかけが外から与えられる方が患者の負担が少
なく実施可能であることも示唆されている（de Haes H, 2003; The AM, 2000）
。
以上のように、
進行がん患者の意思決定に関する研究は、
国際的にもっとも重要な研究領域のひとつであるが、
国内では心理や看護の立場からの意思決定支援を取り扱った報告が散見されるものの(平井ら、
肺癌 2005; 浅場ら、
がんと化学療法 2080,風間 Nursing Today 2012)、患者が実際にどのような過程を得て意思決定を行っているの
かの実態、進行がん患者が希望する意思決定の様式、意思決定が患者のアウトカムにあたる影響など系統的な研究
は行われていない。
「がん対策基本法」制定以来、国内でもチーム医療の重要性が認識され、平成 24 年に示されたがん対策基本
計画においても「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」として、がん医療に携わる医療従事者への研修や、
緩和ケアチームの機能強化が重点的に取り組むべき課題とされている。しかしながら患者への情報提供や意思決定
への関わり方は、個々のオンコロジストの技量に任されているのが現状であり、患者の意思決定への具体的な関与
の在り方、各職種それぞれの職能の特性をいかすかに関しては十分検討はなされていない。何より、再発・進行固
形がん患者の治療方針決定にもっとも大きな役割を果たしていると考えらえる医師（オンコロジスト）に対し、患
者への情報提供や意思決定支援に関する系統的な教育プログラムがない。国内のがん診療に関わる医療者に対する
緩和ケア研修のなかでは、コミュニケーション技術に関するごく基礎的な講義・実習が取り入れられているものの、
真に患者・家族やオンコロジストのニーズに即したコミュニケーション技術であるとは言い難く、海外においても、
オンコロジストに対する治療方針決定に関するコミュニケーション技術教育の必要性が認識されている(Granek
et al. Journal of Oncology Practice, 2013)。
以上より、本研究は、患者や医療者を対象とした調査により国内の再発・進行固形がん患者の治療方針に関す
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る意思決定の実態を明らかにし、そのうえで、多職種による意思決定支援モデルを開発することを目的とする。清
水（千）らは妊娠・出産を希望する早期乳癌患者の意思決定を支援するプログラムを開発してきた。清水（研）ら
は、精神保健の専門家とうい立場からがん患者の精神心理的苦痛の実態を明らかにしたうえで、特に診断時からの
多職種が連携した介入の実施可能性と有用性を明らかにしてきた。加藤らはオンコロジストを対象とした緩和ケア
研修の監修に携わっている。森田は終末期の意思決定に関する研究を行ってきた。このような経験と知識を統合し、
具体的には、下記の研究を行う予定である。
① 再発・進行がん患者の意思決定に関する質的検討
患者や医療者を対象としたインタビュー調査などを通じて、再発・進行がん患者の意思決定に関連する患者・
医療者・情況的要因を探索する。Research question は、患者はどのような情報を得ているのか、治療効果に
ついてどのように認識しているのか、患者の意思決定はどのように行われているのか、病状悪化についての否
認（希望）は意思決定にどのような役割をもっているのか、家族は意思決定にどのように関与しているのか、
患者は家族が意思決定に関与することについてどのように考えているのか、患者は治療の効果の確実さによっ
てどのような意思決定過程を望むのか、などである。
② 国内のがん診療施設における再発・進行がん患者の意思決定に関する実態調査
オンコロジストをはじめとしたがん診療に携わる医療者を対象に患者の意思決定支援の実態調査を行い、医療
環境に即した意思決定支援モデルを検討する。
③ 意思決定支援モデルに関する臨床試験
①および②を通じて得られた意思決定支援モデルより介入プログラムを作成し、その実施可能性と有用性につ
いて検証する。
④ 医療者を対象とした教育プログラムの作成
① および②を通じて作成した意思決定支援モデルを用いた教育プログラムを実施し、その有用性を検討する。
本研究により国内の現場に還元しうる意思決定支援モデルを提示することができれば、オンコロジストを含め、再
発・進行がん患者に関わるさまざま医療者の技術向上に役立ち、ひいては再発・進行固形がん患者のサバイバーシ
ップにおける満足度や QOL の向上に貢献することができると考えられ、その臨床的・社会的意義は極めて大きい。
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研究の目的と到達目標及び実績要点
全期間
（目的と到達目標）
再発・転移がん患者の意思決定支援モデルとそれを用いた介入・教育プログラムの作成
（第３年次の実績要点）
１． 国内のがん治療医、緩和ケア医および進行・再発がん診断時の患者の終末期の話し合いに関する認識と
ニーズの実態を明らかにした。
２． 国内の医療従事者の「終末期の話し合い」の実践状況、困難、話し合いの阻害要因、各職種における役
割意識、ニーズを明らかにすることができた。
３． 「終末期の話し合い」において重要となる「意思決定」についての教育用資材と、
「医の倫理」の側面か
らの医療者教育プログラムのモデルを作成した。

第３年次
（到達目標）
1 三年目
個別研究として以下の研究を実施する。
① 「進行・再発がん患者の「終末期についての話し合い」に対するニーズに対する意向調査」を実施す
る。
【目的】 進行・再発がん患者において、
「終末期についての話し合い」に対する意向とその関連要因を
探索する。
【対象】 進行・再発がんと診断された患者 200 名（乳癌、膵癌、肉腫）
【研究デザイン】 質問紙調査
【調査項目】 背景因子、病状・予後についての理解、抗がん剤治療・緩和ケアについてのイメージ、
終末期についての話し合いについての意向とニーズ、実際にうけた終末期ケアと死亡場所など
【研究実施施設】
： 国立がん研究センター中央病院、国立病院機構九州がんセンター
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② 「進行・再発がん患者の意思決定支援に関する実態調査」
「進行・再発がん患者の意思決定支援に関する実態調査－医療従事者にフォーカスグループ・インタビュ
ーを行っての質的検討―」の結果を利用し、質問紙を作成する。作成した質問紙を用いて全国の地域が
ん診療拠点病院の医師、看護師、医療ソーシャルワーカー（MSW）を対象に、全国の医療機関における
進行・再発がん患者の意思決定支援の実態、困難の調査を行い、医療機関や地域による特性を検討する。
③ 患者および医療者に対し実施した意思決定支援の実態とニーズに関する調査結果をもとに、進行・再
発がん患者の意思決定支援に関する教育資材を作成する。
（年次評価時点の実績要点）
１． 「進行・再発がん患者の「終末期についての話し合い」に対するニーズに対する意向調査」を多施設共
同研究として開始し、249 名に調査用紙を配布、136 名から調査用紙回収した。うち、130 名分について
の preliminary な検討を行った。
２． 2 年次に実施した、フォーカスグループ・インタビューをもとに、全国の地域がん診療拠点病院の医師・
看護師・MSW を対象とした「進行・再発固形がん患者の終末期についての話し合いに関する多職種実態
調査」の研究計画を実施した。調査用紙の配布数は医師、看護師、MSW、各 1606 人、2122 人、804 人
であり、それぞれの職種より 494 人、1009 人、421 人の調査用紙を回収、分析を行った。
３． 1－2 年次の研究成果をもとに、緩和ケア研修会の「意思決定」に関する教育資材を作成した。来年度の
研修会より同資材を使用予定。また、国立がん研究センター中央病院の職員研修（NCC University）に
おいて、
「医の倫理」に関する教育プログラムを実施し、臨床倫理教育に関するアンケート調査を実施し
た。

（研究終了時点の実績要点）
４． 国内のがん治療医、緩和ケア医および進行・再発がん診断時の患者の終末期の話し合いに関する認識と
ニーズの実態を明らかにした。
５． 国内の医療従事者の「終末期の話し合い」の実践状況、困難、話し合いの阻害要因、各職種における役
割意識、ニーズを明らかにすることができた。
６． 「終末期の話し合い」において重要となる「意思決定」についての教育用資材と、
「医の倫理」の側面か
らの医療者教育プログラムのモデルを作成した。

研究成果と考察
第３年次評価時点
今年度は、End-of-life discussion における意思決定の主体である患者を対象に、
「進行・再発がんの診断時
における患者の意思決定の準備状況と「終末期についての話し合い（End-of-life-discussion, EOLd）
」のニー
ズに関する調査」を実施した。また 1-2 年目に実施した進行・再発がん患者の意思決定に関する質的検討（医
療者を対象としたフォーカス・グループ）の結果をもとに、をすすめるとともに、解析に着手した。これらの
解析結果にもとづき、全国の施設の実態調査となる「進行・再発固形がん患者の終末期についての話し合いに
関する多職種実態調査」の研究計画を確定、実施した。更に、本研究で得られた国内での終末期についての話
し合いの実態をもとに、医療者用教育のモデルプログラムおよび教育資材を作成した。
平成 27 年 5 月 13 日、平成 26 年 10 月 14 日の 2 回の班会議では、班員・研究協力者と研究成果を共有し、
データの批判的吟味を行うとともに、次年度以降の今後の研究の展開について議論した。今後の研究の方向性
としては、①国内の実態にもとづく Decision Aid もしくは多面的介入プログラムの開発、②医療者教育の二
つの方向性が示され、いずれも介入試験による検証を目指す方針を確認した。
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平成 28 年 5 月 20 日現在までに得られた個別研究の成果は以下のとおり：
１．国内の再発・進行がん患者の「終末期の話し合い」に関する実態調査
① 「進行・再発がん患者の「終末期についての話し合い」に対するニーズに対する意向調査」
【目的】以下の 5 点について明らかにすることを目的とする。
1) 患者の EOLd に対する意向およびその関連要因
2) 進行がんとの診断時における病状理解とその関連要因
3) 意思決定への関与に関する意向とその関連要因
4) 抗がん剤・緩和ケアに対する患者のイメージと、EOL ケアに対する意向との関連
5) EOLd の有無と実際の EOL ケア（死亡場所、療養場所、死亡前 4 週間の抗がん治療の有無）お
よび事前の EOL ケアに対する意向との関連
【研究デザイン】多施設共同横断調査（郵送返却による無記名質問紙調査）
【対象】研究参加施設の当該診療科に通院中のがん患者を対象とする。なお、適格基準は以下のとおりと
する。
1) 調査実施時に満 20 歳以上の患者
2) 症例集積期間内に、研究参加施設の当該診療科を受診する対象疾患患者。
対象疾患は乳がん、肉腫または膵がんの患者
3) 治癒不能な進行がん、あるいは転移再発がんであると医学的に診断されている患者
4) 主治医から上記病状に関する説明を受けており、かつ説明から 3 ヶ月以内の患者
【評価項目】主要評価項目は、患者背景因子、病状と治療の目的に関する理解および病状に対する
awareness、意思決定に対する意向および評価、抗がん剤および緩和ケアに対するイメージ、積極的治療
中止や終末期医療についての話し合いに関する経験とニード、積極的治療に対する姿勢、終末期医療につ
いての意向、望ましい終末期の過ごし方に対する価値観、主治医とのコミュニケーション、病状に関する
医学的情報、患者の転帰。
【調査期間】1 年間
【結果】上記研究を多施設共同研究として実施した。研究実施施設は国立がん研究センター中央病院
（2015 年 6 月 23 日 IRB 承認）
、筑波大学付属病院（2015 年 10 月 26 日 IRB 承認）
、国立病院機構四国
がんセンター(2015 年 11 月 18 日 IRB 承認)、山形県立中央病院(2015 年 11 月 26 日 IRB 承認) 、国立
病院機構九州がんセンター（IRB 承認申請中）の 5 施設。国立がん研究センター中央病院では 2015 年 8
月より患者登録を開始し、上記 5 施設にて症例集積を継続している。2016 年 5 月 16 日まで乳癌患者 128
名、膵癌患者 103 名、肉腫患者 18 人に質問紙を配布、各 64 名(50%)、59 名(57%)、13 名(72%)の調査
票を回収した。
2016 年 5 月までに回収された調査票のうち、130 人分のデータについて暫定的な分析を行った。回答
者全体の年齢中央値 65 歳（29―86 歳）であり、癌種別では、乳癌 60 歳（29―86 歳）
、膵癌 70 歳（53
―84 歳）
、肉腫 62 歳（31―79 歳）
。性別は全体で男性 40 人/女性 89 人であり、癌種別では乳癌 男性 3
人 /女性 58 人、膵癌 男性 32 人/女性 27 人、肉腫男性 5 人/女性 8 人。婚姻状況は既婚 99 人（76%）/
未婚 16 人(12%)、死別 13 人（10％）であり、116 人（89％）は同居家族を有した。フルタイムもしく
はパートタイムで就労している患者は 30 人（23％）であり、77％は無職であった。患者自身の評価に
よる performance status (PS)は 0-1 が 93 人（72％）であったが、全くの無症状であると回答した患者
は 28 人（22％）であった。
現在の病状に関する医師からの説明について、94 人（73％）が「よく理解できた」
「理解できた」と
自己評価しており、
「理解できなかった」との回答は少数にとどまった。現在受けている治療の方針の決
め方に関しては、
「自分ひとりで決めた」もしくは「主治医の意見を参考に自分で決めた」と回答したの
は 51 人（39％）
、
「主治医と一緒に決めた」は 37 人（28％）
、
「自分の意見を考慮し主治医が決めた」も
しくは「主治医に決めてもらった」は 44 人（34％）であった。一方、今後の治療方針の決定に関する意
向については、
「自分ひとりで決めたい」
もしくは
「主治医の意見を参考に自分で決めたい」
は 33 人
（25％）
、
「主治医と一緒に決めたい」は 57 人（44％）
、
「自分の意見を考慮し主治医に決めてもらいたい」もしく
は「主治医に決めてもらいたい」は 40 人（31％）であった。
今後の意思決定に関する家族の関わりに関しては、
「自分ひとりで決めたい」もしくは「家族の意見を
参考に自分で決めたい」は 56 人（43％）
、
「家族と一緒に決めたい」は 68 人（52％）
、
「自分の意見を考
慮し家族に決めてもらいたい」もしくは「家族に決めてもらいたい」は 8 人（6％）であった。治療や療
養の方針に関して自分と家族の希望が一致しない場合の医師に求める対応に関しては、
「自分の意思を優
先したい」は 31 人（24％）
、
「家族の希望を優先してほしい」は 5 人（4%）
、
「医師に調整してほしい」
-5-

が 96 人(74%)であった。
今後、調査用紙の目標回収数（200 人）に達することを目標に、調査を継続し、データ集積完了後に
更に詳細な検討を行う。
② 「進行・再発がん患者の意思決定支援に関する実態調査」
「進行・再発がん患者の意思決定支援に関する実態調査－医療従事者にフォーカスグループ・インタビュ
ーを行っての質的検討―」の結果を踏まえ「進行・再発固形がん患者の終末期についての話し合いに関す
る多職種実態調査」質問紙を作成し、研究計画書を確定した。平成 28 年 1-2 月に調査用紙を配布する予
定。研究計画の概要は以下の通り：
【目的】国内のがん診療連携拠点病院においてがん患者の診療やケアに従事する、医師、看護師、医療ソ
ーシャルワーカーの、再発・進行固形がん患者と家族に対する終末期についての話し合いに関する困難、
役割認識と、それらに関する要因を明らかにすること。
【研究デザイン】横断調査（無記名の自記式質問紙調査）
【対象】平成 27 年 11 月時点で、厚生労働省指定 がん診療連携拠点病院に在籍している、医師、がん
看護専門看護師、がん領域（がん化学療法看護、がん放射線療法看護、緩和ケア、がん性疼痛看護、乳が
ん看護）の認定看護師、医療ソーシャルワーカー
【評価項目】主要調査項目は、
「終末期についての話し合いに関する困難」と「終末期についての話し合
いに関する役割意識」
。副次的評価項目は、
「終末期についての話し合いに関する実践」
、
「終末期について
の話し合いに関する医療者の負担軽減に対するニード」
。
【調査期間】6 か月間【結果】医師は、19283 名から各施設 4 名を、乱数表を用いて無作為に抽出し、1606
名に質問紙を配布した。505 名から回答が得られ（回収率 31.4％）
、欠損値等を含むデータを除外した 494
名（有効回答率 97.8％）を本研究の分析対象とした。医療機関別では、総合病院が 355 名（71.9％）と
最も多く、次いで大学病院 91 名（18.4％）
、がん専門病院 38 名（7.7％）の順であり、在住地域別では
50 万人以上の都市の者は 174 名（35.2％）
、50 万人以下の都市・農村部の者は 317 名（64.2％）であっ
た。
看護師は、2122 名に質問紙を配布し、1009 名から回答が得られた（回収率 47.5％）
。欠損値等を含む
データを除外した 995 名（有効回答 98.6％）を本研究の分析対象とした。医療機関別では総合病院が 563
名（56.6％）と最も多く、次いで大学病院が 282 名（28.3％）
、がん専門病院が 115 名（11.6％）の順で
あった。在住地域別では 50 万人以上の都市の者は 459 名（46.1％）
、50 万人以下の都市・農村部の者は
499 名（50．2％）であった。
医療ソーシャルワーカーは、804 名に質問紙を配布し、421 名から回答が得られた（回収率 52.4％）
。
欠損値等を含むデータを除外した 387 名（有効回答率 91.9％）を本研究の分析対象とした。医療機関別
では総合病院が 270 名（69.8％）と最も多く、次いで大学病院が 83 名（21.4％）
、がん専門病院が 2 名
（5.7％）の順であった。在住地域別では 50 万人以上の都市の者は 152 名（39.3％）
、50 万人以下の都市・
農村部の者は 229 名（59．2％）であった。
「終末期についての話し合い」における障害のうち、重要性が最も高かったのは「家族内で治療の目標
について意見が一致しない」であり、次いで、
「患者と家族間の価値観や考え方が異なっている」
、
「家族
が厳しい予後を受け入れられない」
、
「家族が延命治療の限界や合併症を理解することが難しい」の順で、
家族に関する項目が上位を占めていた。全体的には終末期の話し合いにおける障害の重要性は、
「家族に
関する項目」
、
「患者に関する項目」
、
「システム・枠組みに関する項目」
、
「医療者の知識スキル項目」の順
序であった。
終末期に関する話し合いに関する医療者が感じる困難に関して、最も困難が高かった項目は「病状の理
解が乏しい患者」であり、次いで「認知症がある患者」次いで「精神的に不安定な患者」の順であった。
平均点が 3 点（困難を感じる）以上の項目は、
『患者・家族の状況』が 15 項目中 7 項目含まれ、困難感
のスコアが高かった。一方、
『患者に伝える内容』
、
『家族に伝える内容』の項目は 3 点未満であり、
『患者
に伝える内容』より『家族に伝える内容』の項目の困難感は低い傾向であった。
終末期の話し合いを充実させるための各職種のニーズを検討したところ、最もニーズが高かった項目は、
「患者・家族の気持ちをフォローしてくれる看護師や心理士、ＭＳＷなどがいる」であり、次いで、
「話
し合いをするプライバシーが保てる場所がある」
、
「周囲の緩和ケア病棟や在宅サービスとの連携がスムー
ズにできる（転院など）
」の順で、各職種同じ様な傾向であった。一方、
「話し合いをする前に、患者・家
族に何を知りたいか紙面に書いてもらう」
、
「話し合いの時に利用できる、患者・家族がイメージしやすい
資材（ビデオなど）がある」
、
「終末期の話し合いについて、いつ・どのようにするかのガイドラインや決
-6-

まったやり方（プロトコール）がある」の 3 項目は、各職種ともニーズが低い傾向にあった。
「終末期の
話し合いについての、伝え方や相談の仕方の教育（ワークショップ）などがある」は医師と比べ、看護師
と医療ソーシャルワーカーのニーズが高かった（検定未）
。
１． 医療者を対象としたパイロット教育プログラムの作成
① 医師対象の緩和ケア研修用の教育資材の開発
2 年目に開発した医師向け緩和ケア研修会用の教育用資材案に、
「終末期についての話し合いに関する
がん治療医の考えに関する調査」等の国内の研究結果を盛り込んだ。2 年目に研究資材案を作成した時
点では、終末期の話し合いに関する国内の実態が不明であったため、海外のエビデンスを多用せざるを
得なかったが、本研究により「終末期の話し合い」のタイミングに関する国内のがん治療医の preference
については米国の医師と異なることが明らかであり、国内のがん治療医に役立つ内容となった。今後、
「進行・再発がん患者の「終末期についての話し合い」に対するニーズに対する意向調査」や、他研究
班で実施している調査の結果を加えて、更に内容を充実させる予定である。
②

「医の倫理」に関する多職種研修会の開催
2年目に実施したパイロット教育プログラムに基づき、
院内教育研修のモデル教育プログラムを構築し、
平成 28 年 1 月 19 日 国立がん研究センター中央病院の全職員を対象とした教育機会
（NCC Univesity）
を利用して「臨床倫理セミナー」として開催した。時間は 1 時間。構成は、症例報告(10 分)、多職種によ
るパネルディスカッション（35 分）
、生命倫理専門家による講義(15 分)。テーマは「治療の不開始につい
て」
。
「臨床倫理セミナー」
には、
合計121名が参加し、
うち81名が事後アンケートに回答した
（回答率67％）
。
回答者の職種は多い順に、医師 40％(うち専門修練医・レジデント 7％)、看護師 15％、事務職 10％、薬
剤師 6％、MSW6%, その他、心理士、栄養士、臨床検査技師など多職種が参加した。回答者の約 7 割が
「倫理的問題を意識した臨床実践を行っている」
「倫理的な問題で悩む時には誰かに相談している」に対
しそれぞれ「そう思う」と回答したのに対し、
「臨床的倫理を考えることは得意である」
、
「臨床倫理の事
前知識がある」
、
「臨床倫理の学習機会がある」と回答した者はそれぞれ全体の 2－3 割にとどまった。

倫理面への配慮
本研究の実施においては、
「臨床研究に関する倫理指針」
「疫学研究に関する倫理指針」など、研究の内容に応
じ、遵守すべき倫理指針を遵守して実施する。また被験者のプライバシーへの配慮を十分に行う。

本研究に関連する、本研究期間中の主な発表論文等
第３年次
（雑誌論文）
・がん研究開発費による成果
・Mori M, Shimizu C, Ogawa A, Ohtsuka T, Yoshida S, Morita T. A national survey to systematically identify
factors associated with oncologists’ attitudes toward end-of-life discussions: what determines timing of
end-of-life discussions? Oncologist 2015; 20:1304-1311.
・白土明美、森田達也、奥坂拓志、坂本康成、木澤義弘、志摩康夫、清水千佳子。ホスピス・緩和ケア病棟の入院予約と外
来機能に関する全国実態調査。癌と化学療法 2015; 42: 1087-1089.
・垂水明子、三松早記、森田達也、内藤白土明美、坂本康成、奥坂拓志、清水千佳子。終末期の話し合いに関するがん治
療医の意見：質問紙調査の自由記述の質的分析。Palliative Care Research, in press.
・がん研究開発費による成果としての記載はないが、関連するもの
・Hamano J, Morita T, Inoue S, Ikenaga M, Matsumoto Y, Sekine R, Hirohashi T, Tajima T, Tatara R,
Watanabe H, Otani H, Takigawa C, Matsuda Y, Nagaoka H, Mori M, Yamamoto N, Shimizu M, Sasara T,
Kinoshita H. Surprise questions for survival prediction in patients with advanced cancer: A multicenter
prospective cohort study. Oncologist 2015, June 8. Epub ahead of print.
・Baba M, Maeda I, Morita T, Inoue S, Ikenaga M, Matsumoto Y, Sekine R, Yamaguchi T, Hirohashi T, Tajima
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T, Tatara R, Watanabe H, Otani H, Takigawa C, Matsuda Y, Nagaoka H, Mori M, Tei Y, Hiramoto S, Suga A,
Kinoshita H. Survival prediction for advanced cancer patients in the real world: A comparison of the Palliative
Prognostic Score, Delirium-Palliative Prognostic Score, Palliative Prognostic Index and modified Prognosis in
Palliative Care Study predictor model. Eur J Cancer. 2015 Aug;51(12):1618-29
・Yokomichi N, Morita T, Nitto A, Takahashi N, Miyamoto S, Nishie H, Matsuoka J, Sakurai H, Ishihara T,
Mori M, Tarumi Y, Ogawa A. Validation of the Japanese version of Edmonton Symptom Assessment
System-Revised. J Pain Symptom Manage 2015 Jul 10. Epub ahead of print.
・Uemoto J, Mori M, Miyagi A, Shiono S, Yamada H. Successful management of rectal tenesmus with oral
amoxapine and infusional lidocaine in a terminally ill cancer patient: a case report and literature review. Palliat
Care Res 2015;10(3):543-47.（「終末期がん患者の直腸テネスムスに対して、アモキサピン内服とリドカイン持続静注が奏
功した1例」）
・森雅紀。『緩和ケア』「見学では分からない海外事情 vol.01 グローバルな緩和ケアへの扉―MASCC年次総会参加を通
して」緩和ケア 2015;25(1):76-77.
・森岡慎一郎、森雅紀。「II-1 熱源がはっきりしない発熱のマネジメント」「緩和ケア臨床日々の悩む場面のコントラバーシ
ー―続けるのかやめるのか、治療するのかしないのか、難しい場面でわたしはこうしている」『緩和ケア』2015年6月増刊号
2015;25(suppl):72-75.
・Wada S, Shimizu K, Inoguchi H, Shimoda H, Yoshiuchi K, Akechi T, Uchida M, Ogawa A, Fujisawa D, Inoue S,
Uchitomi Y, Matsushima E : The Association between Depressive Symptoms and Age in Cancer Patients: A
Multicenter Cross-Sectional Study. J pain Symptom Manage. 2015
・Fujisawa D, Inoguchi H, Shimoda H, Yoshiuchi K, Inoue S, Ogawa A, Okuyama T, Akechi T, Miura M,
Shimizu K, Uchitomi Y : Impact of depression on health utility value in cancer patients. Psychooncology. 2015
・Shimizu K, Nakaya N, Saito-Nakaya K, Akechi T, Ogawa A, Fujisawa D, Sone T, Yoshiuchi K, Goto K, Iwasaki
M, Tsugane S, Uchitomi Y : Personality traits and coping styles explain anxiety in lung cancer patients to a
greater extent than other factors. Jpn J Clin Oncol. 45, 456-63,2015
・清水研 がん患者のケアに生かす心的外傷後成長の視点. 心身医学 55 p399-404 2015
・清水研 内服できず、予後が週～短い月の単位と考えられる場合のうつ病. 青海社 25 p115-119 2015
・清水研 がん医療・緩和医療におけるうつ病患者への薬物療法の実際. Depression Strategy うつ病治療の新たなス
トラテジー 5 p14-16 2015
（学会発表）
・清水千佳子。抗がん剤治療と緩和ケア外来・入院予約の現状：腫瘍学・緩和医学の共同研究の結果から。日本ホ
スピス緩和ケア協会年次大会 2015.7.19 東京
・坂本康成、清水千佳子、白土明美、木澤義之、志真泰夫、奥坂拓志、森田達也。抗がん治療を受けている患者の
緩和ケア病棟入院予約に関する全国調査。第 13 回日本臨床腫瘍学会（札幌） 平成 27 年 7 月。
・森雅紀。 終末期におけるたった一度の意思決定を支える「終末期についての話し合いに関する医師の姿勢・経験・考え
～全国調査の結果より～」第 20 回日本緩和医療学科学術大会. シンポジウム 6/20/2015
・Mori M, Shimizu C, Ogawa A, Okusaka T, Yoshida S, Morita T. “Medical oncologists’ attitude toward
end-of-life discussions: Effects of their experience, perceptions, and beliefs” （奨励賞）, 第 13 回日本臨床腫瘍学会
学術集会 2015/7/18
・Mori M, Shimizu C, Ogawa A, Okusaka T, Yoshida S, Morita T. “Medical oncologists’ attitude toward
end-of-life discussions: Effects of their experience, perceptions, and beliefs”. 2015 ASCO Annual Meeting,
Publication only.
・細矢美紀, 木村安貴, 東樹京子, 清水千佳子。進行・再発固形がん患者の意思決定支援の現状―看護師を対象と
して―，第 20 回日本緩和医療学会学術大会抄録集，P254, 2015
・木村安貴, 細矢美紀, 東樹京子, 清水千佳子；医師における進行・再発固形がん患者の意思決定支援の現状，第
20 回日本緩和医療学会学術大会抄録集，p255，2015
・東樹京子, 細矢美紀, 木村安貴, 清水千佳子。進行・再発固形がん患者の意思決定支援の現状―医療ソーシャルワ
ーカーを対象として―，第 20 回日本緩和医療学会学術大会抄録集，p｡253 2015
・Hosoya M, Kimura Y, Toju K, Shimizu C. Difficulties experienced by nurses in Japan when supporting
decision-making for patients with advanced or recurrent cancer, Asian Oncology Nursing Society 2015
Conference,p146,2015．
・Kimura Y, Hosoya M, Toju K, Shimizu C. Difficulties in supporting decision-making in patients with advanced
/recurrent cancer for oncologists in Japan，Asian Oncology Nursing Society 2015 Conference，p149，2015.
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・清水研。シンポジウム：進行・終末期がん患者への精神療法；ただ支持し続けることの大切さ 第 111 回日本精
神神経学会学術総会 2015.06.04 大阪
・清水研。シンポジウム：日本人のがん患者における心的外傷後成長 第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会
2015.07.17 札幌
（書籍）
・清水千佳子。Part 1 乳がん薬物療法の基本 5.患者・家族も含めて、薬物療法への理解をどう高め
るか。渡辺亨、安藤正志、勝俣範之、鶴谷純二、原文堅（編）Expert Choice 乳がんレジメン pp 33-35.2015.
東京
・清水研。うつ病・適応障害. 上村恵一・小川朝生・谷向仁・船橋英樹（編） がん患者の精神症状
はこう診る向精神薬はこう使う じほう p30-45 2015
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