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早期前立腺癌症例に対する
心の緩和ケア

茨城県県西総合病院 泌尿器科１、看護部２、東邦大学大橋病院３

近藤福次１、鈴木るみ子２、関戸哲利３

筆頭発表者：近藤福次

私は今回の演題に関連して、開示すべきCOIはありません

私は今回の演題に関連して、開示すべきCOIはあ
りません。

最近の報告で前立腺癌は男性の癌罹患率
で第一位となった。

『癌』と告知された時に受ける心の動揺・不安
は計り知れないものがある。

症状のない早期前立腺癌であっても、不安や
恐れが付きまとう。

このような気持ちの軽減のため、当科では検
査時から気持ちのケアにも配慮している。

今回患者の受けた心理的変化・推移につい
て検討したので報告する。

【目的 】

【目的】
最近の報告で前立腺癌は男性の癌罹患率で第一位

となった。『癌』と告知された時に受ける心の動揺・

不安は計り知れないものがある。症状のない早期前
立腺癌であっても、不安や恐れが付きまとう。この
ような気持ちの軽減のため、当科では検査時から気
持ちのケアにも配慮している。今回患者の受けた心
理的変化・推移について検討したので報告する。

【対象症例】
前立腺癌取扱い規約改正後の平成２３年４月
～現在まで 、当科で診断された早期前立腺癌
症例２７例

そのうち３年間の抗男性ホルモン療法を含む
治療を終了した１５例

【方法】
検査時から緩和ケア（特に心の緩和ケア）を介
入したことで、不安等がどう変化したか後ろ向
きに検討した。

【対象および方法】　
前立腺癌取扱い規約改正後の平成23年４月～現

在まで 、当科で診断された早期前立腺癌症例27例。
そのうち３年間の抗男性ホルモン療法を含む治療を
終了した15例に対して、検査時から緩和ケア（特に
心の緩和ケア）を介入したことで、不安等がどう変
化したか後ろ向きに検討した。

cT1cN0M0 ２６例 cT1bN0M0 1例

全例： 全身状態良好 疼痛なし LUTS １例

生検時、癌の診断時：本人・家族に説明

病気の説明
早期癌であることの説明
治療方法・治癒率等の説明

ホルモン療法約３年間
加療６ヶ月前後での放射線照射等

＊ハイリスク群における注意点も説明
グリソンスコア ８：５人

〃 ９：３人
〃 １０：１人

27症例の概説ですが、全例全身状態良好、疼痛な
し。生検時・癌の診断時、本人・家族に病気の説明
し、早期癌であることの説明。治療方法・治癒率等
の説明。ホルモン療法約３年間。加療６ヶ月前後で
の放射線照射等。ハイリスク群における注意点も加
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えた。

cT1cN0M0 １５例

全例： 全身状態良好 疼痛なし

今回の検討症例：１５例

* ハイリスク群
グリソンスコア ８：２人

〃 ９：１人

今回検討の15症例の内訳です。ハイリスク群とし
てグリソンスコア８が２例、９が１例認められた。

このような本人（家族）の心情に十分に配慮し、
診断時のみならず検査時から、これらの気持
ちに配慮した説明を行っている

たとえ癌が見つかったとしても、治療によって
治る可能性が高いことも伝える

（不安 つらさ 恐怖心・・・）

『検査で癌だったら・・・』
『これから、どうなるの？』
『やがては進行がんになってしまうの？』
『そのうち痛みがくるの？』

『検査で癌だったら・・・』という不安や恐れ。
癌と診断されてからは『これから、どうなるの？』『や
がては進行がんになってしまうの？』『そのうち痛
みがくるの？』という不安・つらさ・恐怖心。この
ような本人や家族の心情に十分に配慮し、診断時の
みならず検査時から、これらの気持ちに配慮した説
明を行っている。たとえ癌が見つかったとしても、
治療によって治る可能性が高いことも伝える。

診断後ハイリスクの症例には、もしも
万が一痛み等が出ても、今は有効な
痛み止めがあることを伝えておく

感情のない説明（ これを患者・家族は

冷たいと感じているようだ） ではなく、

温かい言葉がけに配慮している

全体を通しては、心の緩和ケアとして

⇒信頼関係につながる

ハイリスクの症例には、もしも万が一痛み等が出
ても、今は有効な痛み止めがあることを伝えておく。
全体を通しては、心の緩和ケアとして感情のない説
明（ これを患者・家族は冷たいと感じているよう
だ）そういう説明ではなく、温かい言葉がけに配慮
している。このことは信頼関係にもつながる。

結果

＊『最初は不安だったけど、話をきいて
安心した』・・・

＊『心配ないって言ったらうそになるけど、
今はそんなに不安はないよ』・・・

（全例に検査時から心の緩和ケア介入を行った）

　

【結果】
全例に検査時から心の緩和ケア介入を行った結

果、『最初は不安だったけど、話を聞いて安心した』、
『心配ないって言ったらうそになるけど、今はそん
なに不安はないよ』等の声が聴かれた。
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説明後：
不安消失 １例
不安軽減 １３例

説明前：
不安なし １例
不安・動揺１４例

治療３年後：
不安消失７例
多少不安６例

うつ状態等は１例もなし

現在全例 PSA 正常値以下 再燃なし

心の変化の推移では、説明前不安なし１例。不安・
動揺14例。説明後不安消失１例、不安軽減13例。治
療３年後不安消失７例であった。しかし15例中６例
（40％）には、多少の不安が残っていた。うつ状態
等は１例もなし。現在全例 PSA 正常値以下、再燃
なし。

＊医療者への信頼感がある場合、そう
でない場合に比して

その後の心理ストレスは低く
無力・絶望感も低く
前向きさが高くなる

Uchitomi et al  Cancer 2001; 92,1926-1935

＊緩和ケアの介入
QOLの向上 予後に良い影響

StephenR. J Pain Symptom Manage 2007;
33,238-246

JenniferS.   N Engl J Med 2010; 363,733-742

 【考察】
医療者への信頼感がある場合、そうでない場合に

比してその後の心理ストレスは低く　無力・絶望感
も低く前向きさが高くなると言われており、緩和ケ
アの介入によりQOLの向上と予後に良い影響と報
告されている。

包括的がん医療モデル

がん病変の治療

緩和ケア

がんに対する不安や恐怖心を

診察時から抱えている ?!!!!

包括的がん医療モデルですが、がんに対する不安
や恐怖心を診察時から抱えていると言っても過言で
はない。

緩和ケア

身体緩和 : 痛み等の身体症状
を緩和する

心の緩和 :  不安やつらさ等を
緩和する

（私案）

私案ですが、緩和ケアを身体症状緩和と、心の緩
和とに分けて考えている。

包括的がん医療モデル（私案）

がん病変の治療

緩和ケア

診断時 死亡
心
の
緩
和
ケ
ア

心の緩和ケア
±

身体緩和ケア

心の緩和ケア
＋

身体緩和ケア

遺
族
ケ
ア

そのような観点から、がん医療モデルにおいては、
心の緩和ケアを診断時前から介入した方が良いもの
と考えている。
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早期前立腺癌医療（当科）

がん病変の治療

心の緩和ケア 心の緩和ケア

診断時検査時 治療終了

心の緩和ケア

当科の早期前立腺癌医療では、検査時から心の緩
和ケア介入を行っている。

症状のない早期前立腺癌であっても、
患者の心情を理解した上で病気の
説明をし、目に見えない心の不安等
にも配慮することが必要である。

今回、早期前立腺癌症例に対して、
心の緩和ケアを追加したことで、心
の動揺・不安に対応できたものと思
われる。

結語

【結語】
症状のない早期前立腺癌であっても、患者の心情

を理解した上で病気の説明をし、目に見えない心の
不安等にも配慮することが必要である。今回早期前
立腺癌症例に対して、心の緩和ケアを追加したこと
で、心の動揺・不安に対応できたものと思われる。

【参考文献】
1．Uchitomi et al：Cancer2001; 92, 1926-1935　
2．Stephen R.：J Pain Symptom Manage 2007; 33。

238-246
3．Jennifer S.：N Engl J Med 2010; 363, 733-742




