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厚生労働科学研究費補助金（がん臨床研究事業）

総合研究報告書

働き盛りや子育て世代のがん患者やがん経験者、

小児がんの患者を持つ家族の支援の在り方に係る研究

研究分担者 的場元弘 国立がん研究センター中央病院

緩和医療科･精神腫瘍科 科長

Ａ．研究目的

小児がん患者と家族のための病気に関

する情報の提供体制の整備にあたっての

情報収集や情報提供のための媒体の健康、

提供すべき情報の項目の検討を行う。

Ｂ．研究方法

①小児緩和ケアを含む小児がんに関す

る情報の項目と内容の検討し、インターネ

ットなどを通じた情報提供を念頭に情報

の整理と検討。

研究要旨：本研究では、小児がん患者と家族のための病気に関する情報の

提供体制の整備のための、適切な媒体やコンテンツの在り方について初年

度は、研究班研究班全体の取り組みに沿って、小児がん全般に必要な情報

の整理を行った。小児がんおよび緩和ケアに関する情報提供は質、量とも

に不足しており、特に書にがんを専門に扱う医療機関と、がん診療連携拠

点病院は一致していない場合が多く、小児がん専門施設と連携した情報提

供の必要性が明らかになった。2 年度は小児がんの緩和ケアについての情

報についての調査を行った。緩和ケアを含む、小児がん治療、生活、 復

学、家族ケアに関する一般向け及び医療者向けの総合的な情報提供が不足

しており、 特に在宅緩和ケアのための在宅支援診療所のための地域情報

が不足していた。 また、がん疼痛やその他の症状緩和治療を実施する際

の、薬剤の選択や投与経路、薬用量などの具体的な情報が少なく疼痛治療

の対応の質を確保するためには、これらの具体的な情報が必要なことが明

らかいなった。3 年度は、小児がん疼痛治療の情報として核となるオピオ

イド鎮痛薬の開始用量についての情報整理を文献的考察によって行った。

しかし、小児がん治療あるいは緩和ケア領域で用いられている文献におい

ても開始量にはばらつきがあり、また薬剤選択の順位について記載されて

いるものはなかった。

小児がんは患者数が少なく、情報提供量も少ない現状がある。また、小児

がんの緩和ケアに関す情報では治療上のエビデンス構築を行う必要があ

る。これらの情報提供とおともに、小児緩和ケアに関する臨床研究支援組

織の構築と情報提供を同時に進めるためのネットワーク構築が急である。
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②小児がん領域あるいは小児緩和ケア領

域で汎用されている、書籍のうち、小児が

ん疼痛についての薬用量について、薬物療

法に関する文献及び書籍の検索とレビュ

ーから不足している情報を抽出

（倫理面への配慮）

本研究では個人情報に関する情報の取扱

いはなかった。提供の検討を行っている内

容については情報提供を行う際に、当該医

療機関における倫理審査委員会の承認を

得ることとした。

Ｃ．研究結果

①小児がんに関する情報の項目と内容

の検討

当研究班の分担研究の成果に基づいて以

下のコンテンツについての情報について

検討を行った。

1) 小児がん専門診療連携拠点病院

小児がんにおいては、小児がん診療連携

拠点病院などの限られた施設の整備と患

者の集約を行い質の高い小児がん医療を

目指し、その上で地域の格差を解消する必

要がある。

現段階では、患者や家族がどの専門施設

で標準的な治療を受けることができるの

かを示された情報はない。従って、小児が

ん医療の治療と質の均てん化のための専

門的医療機関のリストを作成し、病院名や

所在地、ベッド数などの基本情報のほか、

取り扱いがん種と年間症例数、および特記

すべき専門的治療、専門医数などを含むコ

ンテンツの作成が必要である。

2) がん患者の子供たちのケア

親ががんに罹った場合の小児への対応

について十分な情報提供は行われていな

い。

この情報提供の不足は、親などの家族に対

してばかりでなく、子育て世代のがん治療

を担当している医師や看護師（非小児専門

の医療者）に対して十分に行われる必要が

ある。

当研究班では、乳がん患者を対象にその

子供を対象に、親のがんが小児に与える影

響と、子供へのケアについての研究を実施

した。

今後必要な情報としては、Child life

specialist の役割や実際の対応例などに

ついて子育て世代のがん患者の治療を

担当する医師および看護師に対する情報

提供と、介入の重要性についての情報も

併せて提供する必要がある。

3) 小児がん患者の復学および入院中の院

内学級等の情報

小中学校の校長および特別支援コーディ

ネーターに対する、小児がんや小児がん

経験者に対する認識の調査結果や、思春

期がん患者の級友への病気公表に関する

調査結果などが本研究班で実施された。

小中学校の教員、管理者などへの十分な

情報提供は行われていないことが明らか

になっている。特に教員や管理者から医

療機関へのアクセスは少ないため、事例

などの情報提供を充実させていくことが

必須である。

4) 小児がん経験者に関する保健制度

小児がんの生命保険情報については、サバ

イバーの保険加入の制約があり、成人後の
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生活設計等に大きな問題が生じているこ

とが明らかになった。本研究班の活動の結

果、共済型の生命保険の整備に至った。

5) 小児がん疼痛についての情報提供

がん疼痛やその他の症状緩和治療を実施

する際の、薬剤の選択や投与経路、薬用量

などの具体的な国内向け情報は皆無であ

る。

小児がんは患者数が少なく、緩和ケアに関

するエビデンスの構築には時間がかかる

と考えられ、症例の情報の集積のためのネ

ットワークの構築と、臨床試験の実施 情

報とともに途中経過や結果についても

情報を積極的に開示していく必要がある

と考えられる。

6) 小児がんについての市民向け講演会情

報

がん診療連携拠点病院が行う後援会情報

に限定されるものの、小児がんについても

後援会情報の提供は、国立がん研究センタ

ーがん情報サービスにおいて実施されて

いる。

小児がんのみを中心に行っている医療機

関での活動についての支援の仕組みが確

立していない状況では、地域がん診療連携

拠点病院との共同開催などの方法を普及

する必要がある。

②小児がん疼痛の臨床研究は極めて少な

く、成人の薬用量を基に算出されてきた。

小児がん疼痛関連して我が国でも用いる

ことができるオピオイド鎮痛薬（アゴニス

ト）は、コデイン、トラマドール、モルヒ

ネ、フェンタニル、オキシコドンの 5種で

ある。

小児がん領域あるいは小児緩和ケア領域

の薬物療法に関する文献及び書籍の検索

を行った。その結果これらの 4種類のオピ

オイドについて比較可能は記載があった

のは Oxford Textbook of Palliative Care

for Childern(OXF), Pharmacology of

Pain(PP), Principles and Practice of

Pediatric Oncology(PO), Cancer Pain

Relief and Palliative Care in

Children(WHO)であり、コデイン、トラマ

ドール、モルヒネ、フェンタニル、オキシ

コドンについてそれぞれの開始用量など

を中心に比較検討を行った。

a. コデイン

コデインについては経口投与以外の用量

の記載はないか、not recommended（PP）

の記載のみであった。

コデインの開始量と最大投与量および年

齢の記載があったのは OXF のみであった。

開始量は 0.5－1mg/kg、であったが PO と

WHO では 50kg 以上の開始量を 30mg3～4 時

間ごとと記載されていた。

b. トラマドール

トラマドールは昨年度わが国でも経

口剤が市販されたが、小児に対する適応は

認められていない。しかし、注射剤は素手

の市販碁長く臨床使用されており海外で

も長く使用された実績を持つ薬剤である。

極めて弱いμ受容体親和性（モルヒネの

1/6000）と、ノルアドレナリンとセロトニ

ンの再吸収阻害作用をもち、神経障害性疼

痛等にも応用が期待されている。

トラマドールについての記載があったの
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は PP（IASP；世界疼痛学会編）のみであっ

た。経口薬の開始量は 1-2mg/kg×4～6 回

で経口投与のみ最大投与量が 400mg/日と

されているのは成人と同様であった。注射

の開始量については、持続投与法について

の記載はなく 1-2mg/kg×6～8 時間であっ

た。

c. モルヒネ

モルヒネは先進国を含めて世界的に

は最も多くがん疼痛治療に用いられてい

るオピオイド鎮痛薬である。モルヒネの開

始量と年齢の記載があったのはOXFのみで

あった。6 ヶ月未満の乳児では投与量を

25-30％減量の指示が記載されていた。ま

た他のオピオイドについてもモルヒネ換

算を基に開始量を設定することを推奨し

て い た 。 PP で は 体 重 に 関 係 な く

0.2-0.4mg/kg4 時 間 ご と 、 PO で は

0.3mg/kg4 時間ごと、WHO では 0.15-0.3 を

4 時間ごとであった。また PO と WHO では徐

放製剤について記載され 50kg 未満と 50kg

以上での用量設定がされていた。いずれも

12 時間製剤についてであったが、8時間か

ら 12 時間の指示の記載があった。

注射剤の開始量については、OXF は経口換

算との記載で、PP と PO は 0.01mg/kg/hr

から、WHO は 0.03mg/kg/hr からとなってお

り 3倍の差が見られた。

d. フェンタニル

フェンタニルについては注射剤と貼付剤

が臨床使用可能であるが、OXF では注射剤

についての記載はなく、注射剤の開始量に

ついては経口モルヒネ換算と記載されて

いた。PP,PO,WHO ともに注射剤の開始量は

0.5mcg/kg/hr であった。貼付剤については

WHO では投与量の記載はなく「貼付剤は 12

歳以上で体重 50k 以上の慢性的な疼痛」に

限定するとの記載があった。OXF では

25mcg/hr の貼付剤では用量が多く半面貼

付や切り分けて使用することについて記

載されていた（製薬メーカーの推奨してい

ないことの記載もあった）。PP と PO では貼

付剤の開始量の最低量は 12.5mcg/hr であ

り、最小規格の貼付剤が推奨されていた。

e. オキシコドン

オキシコドン注射剤の開始量について OXF

では独立した記載がなく経口モルヒネ換

算と記載されていた。PP では体重にかかわ

らず速放製剤0.1-0.2mgを 3-4時間ごとと

され、PO では 50kg 未満では速放製剤

0.1-0.2mg/kg を 3-4 時間ごと、50kg 以上

では速放製剤 5-10mg を 4 時間ごとか、徐

放製剤10mgを 8-12時間ごとであった。WHO

では速放製剤のみの記載で、50kg 未満は

0.2mg/kg を 3-4 時間ごと、50kg 以上では

5-10mg を 3-4 時間ごととなっていた。注射

剤について記載されているものはなかっ

た。

Ｄ． 考察

小児がんの情報では成人がんと異なり、

復学や、成人となった後についても長期に

わたる情報の提供や支援がコンテンツと

して必要なことが明らかになった。

緩和ケアを含む、小児がん治療、生活、復

学、家族ケアに関する一般向け及び医療者

向けの総合的な情報提供が不足しており、

特に在宅緩和ケアのための在宅支援診療

所のための地域情報が不足していた。 ま

た、がん疼痛やその他の症状緩和治療を実
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施する際の、薬剤の選択や投与経路、薬用

量などの具体的な情報が少なく疼痛治療

の対応の質を確保するためには、これらの

具体的な情報が必要なことが明らかいな

った。がん疼痛治療を開始するに当たって、

オピオイド鎮痛薬の開始量は、適切な鎮痛

への第一歩であると同時に、副作用の出現

の最小化の配慮する必要がある。成人に比

べて小児のほうが副作用の出現頻度が低

いとする報告もあるが、臓器機能の発達や

体重差の大きい小児がん患者では、開始量

をいかに設定するかは極めて重要な情報

である。今回の文献的な検討から、多くの

オピオイド鎮痛薬の開始量に差があるこ

とが明らかになった。また、我が国の患児

を対象にしたものはなかった。さらに、こ

れらの文献の根拠になった研究の多くは、

成人のがん疼痛治療であり安全かつ速や

かな鎮痛を得るための開始量のコンセン

サスは得られておらず、個々の症例での観

察に基づく必要がある。

症のがん患者は患者数も少なく、オピオイ

ドによる鎮痛を行う必要がある患者はさ

らに少ない。より適切な鎮痛方法を確立す

るためには、小児がん疼痛患者の治療につ

いての多施設共同研究を構築する必要が

あると思われる。また、今回レビューされ

たオピオイド鎮痛薬の開始用量はリソー

スによる違いはあるものの、ある程度の参

考値をして一定の安全性を確保すること

の一助となると思われる。

Ｅ． 結論

小児がんおよび緩和ケアに関する情報

提供は質、量ともに不足している。小児が

ん疼痛治療の主軸となるオピオイド鎮痛

薬の開始量についてのエビデンスの早急

な確立のための研究支援体制とネットワ

ークの確立を急ぐ必要がある。

F． 研究発表

1. 論文発表

2. 学会発表

G．知的財産権の出願･登録状況

(予定を含む)

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3. その他


