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 【はじめに】「つらいと気分が落ち込む」「嬉しい
と明るくなる」。こういった変化の根底に脳内扁桃
体の関与が解明されてきており、心の表れを扁桃体
が制御しているとも報告されている。さらに最近の
研究では痛みに関する脊髄 - 傍腕 - 扁桃体痛覚
spino-parabrachial-Amygdaloid pain pathway が
発見され、痛みが情動にも関わっていることが報告
された。
今回癌性疼痛コントロールにて、悲観的な状況から
解放され・気分も明るくなり、扁桃体機能への好影
響が推測された症例を経験したので報告する。

【症例および結果】症例は65歳、再燃前立腺癌・
多発骨転移。現病歴：200X 年6月（54歳）下肢痛
あり。ALP 4821 IU/ml、PSA 100 ng/ml 以上にて、
内科より当科紹介。前立腺生検にて中等度分化型腺
癌。グリソンスコア4+3=7。骨シンチでは明らか
な骨転移を認めず。ホルモン療法開始。

翌年1月の骨シンチ再検にて、uptake 減少のため
骨転移ありとして治療継続することを説明し治療。
PSA 9.9ng/ml まで低下したが、　同年8月には35 
ng/ml まで再上昇。カソデックス80mg/ 日からエ
ストラサイト4cap/ 日に変更。PSA は0.2 ng/ml
以下で推移。
3ヶ月後に丸5年を迎え治療終了を考えていた
200X+5年5月、急性心筋梗塞を起し、左冠動脈内
ステント留置。その後 PSA チェックのみにて経過
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症例および結果 
 症     例：65歳    農業  
       義母・妻・二男夫婦・孫２人 
 診     断：去勢抵抗性（再燃）前立腺癌、多発骨転移 
 現病歴： 200X年6月（54歳）下肢痛あり。 
        ALP 4821 IU/ml 、PSA 100 ng/ml 以上にて、 
        8月内科より当科紹介。 
           前立腺生検：moderately diff. adenoca.  
                                       グリソンスコア 4+3=7 
             骨シンチ：明らかな骨転移を認めない   
   抗男性ホルモン療法（去勢術含む）開始（8/20～） 
  200X+1年1月の骨シンチ再検にて、uptake↓のため 
  骨転移（+）として治療継続することを説明 
 

はじめに 
  「つらいと気分が落ち込む」「嬉しいと明るくなる」。 
 こういった変化の根底に脳内扁桃体の関与が解明 
 されてきており、心の表れを扁桃体が制御している 
 とも報告されている。 
  さらに最近の研究では、痛みに関する脊髄-傍腕- 
 扁桃体痛覚路（spino-parabrachial-amygdaloid pain  
 pathway）が発見され、痛みが情動にも関わってい 
 ることが報告された。 
 

 今回癌性疼痛コントロールにて、悲観的な状況から 
 解放され・気分も明るくなり、扁桃体機能への好影 
 響が推測された症例を経験したので報告する。 
 

      ホルモン療法にて、PSA 9.9 ng/ml まで低下 
 

  同年8月にはPSA 35 ng/ml まで再上昇 
      カソデックス80mg/日からエストラサイト4cap/日 
  に変更  
    PSA 0.2ng/ml 以下で推移 
 

 200X+5年5月（8月で丸5年） 急性心筋梗塞 
  （前壁、２枝病変）（左冠動脈内ステント留置） 
  PSAチェックのみによる経過観察 
 

 200X+6年4月（60歳） PSA 36.7ng/ml に上昇のため、 
  ホルモン療法再スタート 
  PSA 値一時低下も、 
   200X+8年1月 121ng/ml に上昇 

｜1058｜



観察を行なった。60歳の200X+6年4月 PSA 36.7 
ng/ml に上昇のため、ホルモン療法再スタート。
PSA 値一時低下も、200X+8年1月121 ng/ml に
まで上昇。

再燃であり、左膝関節痛・下肢痛も出現。デュロ
テップパッチ2.5mg/3日毎　、オキシコンチン
10mg/ 日等使用も痛み軽減せず。4月の骨シンチに
て多発骨転移あり。その時の骨シンチ（図）である。
化学療法の必要性を説明し、筑波大学附属病院入院
となる。
ドセタキセル + プレドニゾロン療法施行し、10コー
ス後の同年12月 PSA 1.05 ng/ml まで低下。しか
し200X+9年12月まで21コース施行も、徐々に
PSA 上昇・全身倦怠感強くなり、化学療法中断と
なる。

大学病院退院し、200X+10年1月より、デカドロ
ン一日1mg 投与も、6月には PSA 265 ng/ml とさ
らに上昇。食欲もなく、外来的に当科で点滴施行。
デュロテップ MT パッチ2.1mg/3日毎　、アン
ペック坐剤10mg 頓用も痛みスケール6/10程度と
疼痛コントロール不良。食欲も2/5程度と低く、疼
痛緩和不良、吐き気・嘔吐の心配、食欲低下、今後
の不安等あり、9月6日当科入院となる。

緩和ケアを主に病棟看護師 / 薬剤師の協力のもと、
全身状態改善に向けてデカドロンを3倍の3mg に
up、疼痛対策では薬剤師より医療用麻薬を増量し
ても心配ないことを説明。カロナール6T デュロ
テップ MT パッチを6.3mg/3日毎まで増量。レス
キュ－はオキノーム一回5mg で、入院時車椅子移
動から自立歩行可能となった。

 
   
   
 

    
 
    
       

    再燃であり、左膝関節痛・下肢痛も出現 
     デュロテップパッチ2.5mg /3日毎 
     オキシコンチン10mg/日 等使用 
  痛み軽減せず 
 

 200X+8年4月（62歳）骨シンチにて多発骨転移（+） 
 

  化学療法の必要性を説明し、筑波大学附属病院 
  入院となる 
      ドセタキセル+プレドニゾロン療法 
      10コース後の同年12月 PSA 1.05ng/ml まで低下 
 

 200X+9年12月まで21コース施行も、徐々にPSA 
      上昇  全身倦怠感強くなり、化学療法中断となる 
 

 
   
   
 

    
 
    
       

    大学病院退院(12月) 
 200X+10年1月より、デカドロン1.0mg/日投与も 
  6月には PSA 265ng/ml  
 

  食欲もなく、外来的に当科で点滴施行  
    デュロテップMTパッチ2.1mg /3日毎 
            アンペック坐剤10mg 頓用 
 

  痛みスケール 6/10 程度と疼痛コントロール不良 
  食欲も2/5 程度と低い 
 

  疼痛緩和不良、吐き気・嘔吐の心配、 
  食欲低下、今後の不安・・・ 
  9月6日当科入院となる 
   
   
 
      
 

入院後の経過 
    ＊緩和ケアを主に:病棟看護師/薬剤師の協力 
 

  ○全身状態改善に向けて： 
   ステロイド：デカドロン6T(3mg)/日にup 
 

    ○疼痛対策： 
   医療用麻薬使用（増量）しても心配ないこと 
    ベースにカロナール6T/日 
         デュロテップMTパッチ2.1mg →4.2mg →6.3mg 
          レスキュ－：            
    アンペック坐剤10mg →オキノーム2.5mg →5mg 
 

  → 入院時車椅子移動から自立歩行可能となる 
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栄養対策では食事摂取量低下に対して、CV ポート
設置案等の説明。痛み軽減もあり spiritual pain 軽
減も含めて外泊を試みた。その結果、食欲回復・食
事量4～5/5に up。全身状態の改善がみられ、9月
26日退院となった。

現在まで PSA 417 ng/ml（200X+11年2月）、891 
ng/ml（同年6月）と上昇し、病勢は進行している
ものの、全身状態安定・食事量4/5。疼痛は痛みス
ケール0～1/10とコントロール良好。友人宅に出
かけての会話が楽しみと先日も話されていた。

【考察】痛みの持続は　つらさ・苦しみを増悪させ、
ホメオスターシスに悪影響を与える。最近痛みが情
動にも関与しているのでは ? と南らは痛みと扁桃体
との関係を2009に報告。2010年には脊髄と扁桃体
の痛覚路が発見され、脳内扁桃体とのつながりが明
らかにされた。

脳内扁桃体（図）は赤色で示された部分で、「快」
「不快」の初期判断、情動を制御するとも報告され
ている。痛みを和らげるために、多くは消炎鎮痛剤
であるが、針・灸、アロマセラピー等、また癌性疼

  ○栄養対策：食事摂取量低下に対して 
                  CVポート設置案等の説明     
     →痛み軽減 
     →外泊の試み（spiritual pain 軽減も含めて） 
 

     ⇒食欲回復・食事量4~5/5にup 
 
  ●全身状態の改善がみられ、9月26日退院 
                        （21日間入院） 
 
 

   
   
    
    

考 察 
    痛みの持続 → つらさ・苦しみの増悪 
             ⇒ 生体ホメオスターシスへの悪影響 
           
  ＊痛みが情動にも関与している？ 
      脳内扁桃体とのつながり？ 
 

    痛みと扁桃体との関係 
     （南ら、心身医学 49: 2009） 
 

    脊髄-傍腕-扁桃体 痛覚路の発見 
   －Spino-parabrachial-amygdaloid pain pathway－ 
           （J.S.Hanら、  Molecular pain 6:2010） 

退院後現在までの経過 

  
 
 
 
 

     PSA 417ng/ml （X+11年2月） 891ng/ml （〃6月） 
 

    ○全身状態安定 食事量4/5 
 

    ○疼痛コントロール：痛みスケール0~1/10 
   疼痛対策: 
    ベース: カロナール6T/日 
                  デカドロン6T(3mg)/日 
            医療用麻薬： 
         デュロテップMTパッチ8.4mg /3日毎 
            レスキュ－： オキノーム5mg 
 

    ●友人宅に出かけての会話が楽しみ 
 

脳内扁桃体の解剖図 

側面から見た図 正面から見た図 

（赤い所） 

大脳新皮質（創造・適応）  大脳辺縁系 
  （本能・情動） 

間脳 
扁桃体 

● 「快」「不快」の 
  初期判断をする   

（ドーパミンやセロトニンのバランス制御） 扁桃体：情動の制御 

●左右の脳にある 

痛みを和らげる 

         医療用麻薬 
 

針・灸 
アロマセラピー 
タッチヒーリング ・・・・ 
 

消炎鎮痛剤 

不安や苦しみの軽減・抑うつ状態の改善 
気持ちを明るくする 

脳内扁桃体機能にも好影響 

鎮
痛

・
除

痛
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痛には医療用麻薬が使用される。これらによって鎮
痛・除痛され、最近の報告では脳内扁桃体にも好影
響が及ぼされ、不安や苦しみの軽減、抑うつ状態の
改善がなされ、気持ちも明るくなるものと推測され
る。今後益々この方面での研究成果が期待される。

【まとめ】多発骨転移を有する再燃前立腺癌症例に
対して、十分な疼痛コントロールをしたことによっ
て、病勢は進行しているにもかかわらず、　悲観的
な状況から解放され・気分も明るくなり、　現在も
友人との会話を楽しんでいる症例を経験した。痛み
を抑えることによって、情動を制御している扁桃体
機能にも好影響が及ぼされたものと推測される。まとめ 

  多発骨転移を有する去勢抵抗性（再燃）前立 

 腺癌症例に対して、十分な疼痛コントロール 
 をしたことによって、病勢は進行しているにも 
 かかわらず、悲観的な状況から解放され・気 
 分も明るくなり、現在も友人との会話を楽しん 
 でいる症例を経験。 
 

 痛みを抑えることによって、情動を制御してい 
 る扁桃体機能にも好影響が及ぼされたものと 
 推測される。 

【Ⅰ．はじめに】　A 氏は、予後の厳しい状態はご
家族に告げられていましたが、急な容態の変化とな
り亡くなりました。後日ご家族からは、感謝の言葉
をいただきました。しかし、私は A 氏の看取りの
場面について「もっと穏やかな旅立ちにできたの
ではないかー」という思いが残っていたのです。そ
こで、デスカンファレンスを実施し、ご家族の言葉

をチームメンバーに伝えると共に、A 氏の看取り
の場面を振り返ってみることにしました。実施した
結果、得た学びについて報告します。
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発　表　者 高橋　千亜紀 長野県　組合立諏訪中央病院

A氏の看取りから学んだこと 

～ﾃﾞｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽの実施を通して～ 
 
 
         長野県 諏訪中央病院 
                        高橋 千亜紀 

はじめに 
急な容態の変化で亡くなったA氏。 
もっと穏やかな旅立ちにできたのではないか。 
 

 しかし後日  
 ご家族より感謝の言葉をいただく。 
 

 ﾃﾞｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施し、 
 ご家族の言葉をﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰに伝えると共に

A氏の看取りの場面を振り返ってみること
にした。 
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