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はじめに



「鎮静」という医療行為は患者やその関係者のみ
ならず、関わった医療者にも少なからず影響を与
えるものと考える。当院でも医療者の鎮静に対す
る考え方の違いが度々問題となっていた。今回当
院で提供している緩和的医療の中の鎮静の場面で
遭遇する問題と、それらに対する取り組みについ
て発表を行う。

はじめに



⚫当院について

⚫緩和ケアに関する活動について

⚫緩和的鎮静に対する取り組みについて

本日の内容

★キーワード
緩和ケア、緩和的鎮静、ミタゾラム、終末期医療
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当院について

• 許可病床数 199床

• 稼働病床数 189床

• 地域包括ケア病床 48床

• 平均稼働病床数 174.８床

• 平均在院日数 10.57日

• ベッド稼働率 89.93％

• ベッド回転率 2.84％

2016.9実績
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当法人について

医療 介護

土庫病院 介護老人保険施設 ふれあい

日の出診療所 看護小規模多機能型居宅介護施設 ももの家

土庫鍼灸治療所 訪問看護ステーション そよかぜ

土庫こども診療所 ふれあい在宅介護支援センター

医療 介護

河合診療所

訪問看護ステーション はるかぜ

河合診療所ホームヘルパーステーション

デイサービスこもれび

医療

生駒胃腸科肛門科診療所

医療 介護

大福診療所 リハビリ&フィットネス シュエット



消化器病センター（旧大腸肛門病センター）を中心に
消化器疾患の患者が多く、予防から内視鏡による検査/

治療、手術、化学療法、緩和治療までをシームレスに
提供することが可能。

当院について

検査 手術 化学療法 終末期医療

緩和医療



胃内視鏡検査 ５３６７件

全大腸内視鏡検査（TCS） ４４７７件

直腸・S状結腸内視鏡検査（SCS） １９６３件

大腸内視鏡ポリープ切除術件数 １５８８件

大腸ESD ４１件

胃ESD ３０件

ERCP ５８件

２０１６年度検査実績



全身麻酔手術件数 ３４４件

腰椎麻酔手術件数 ２９３件

局所麻酔他手術件数 １１９件

合計 ７５６件

２０１６年度手術実績

大腸がん ６３件

直腸がん ３５件

胃がん １８件

胆石 ４６件

ヘルニア ８７件

痔瘻・肛門周囲腫瘍 １３４件

痔核 １５３件

その他肛門手術 ５６件



化学療法レジメン毎実施数（2017.4-6）
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緩和ケア委員会（緩和ケアチーム）

⚫消化器内科医1名を中心として薬剤師1名、病棟看護師各2
名、化学療法室看護師2名、診療所看護師1名、訪問看護1
名、退院支援看護師1名、理学療法士1名、作業療法士1名、
言語聴覚士1名で構成

⚫当初は緩和ケア担当医を外部から招聘していたが、現在は
消化器内科医が担当している（緩和ケア専門医は長く不
在）。よって化学療法チームと緩和ケアチームの速やかな
連携が可能となっている。

緩和ケアに関する組織





⚫回診回数 24回

⚫総患者数 60人

⚫総回数 163回

⚫がん患者 44人

⚫非がん患者 16人

⚫オピオイド使用患者（がん患者） 36人

⚫オピオイド使用患者（非がん患者） 1人

当院の緩和ケアチームに関する統計データ
（2017年度上半期）



⚫会議（1回/月）

✓病棟部門と外来部門の気になる患者の情報共有

✓学習会の企画等の教育活動（直近では「エンゼルケアに
ついて」）

✓緩和ケアに関する統計管理

⚫回診（1回/週）

✓全病棟をチームで回診

✓主治医からの依頼のみならず、看護師やセラピストから
の依頼によっても回診対象としている

活動内容



回診について

委員長を中心として毎週実施し、
直接的、間接的介入を行なってい
る。症状コントロールのみならず、
退院支援や環境調整も行なってい
る。



回診シート

対象患者については看護
師に毎週作成していただ
いている。



回診シート

基本的には回診シートの
「相談内容」について検
討を行なっている。
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在宅部門と連携

医療 介護

土庫病院 介護老人保険施設 ふれあい

日の出診療所 看護小規模多機能型居宅介護施設 ももの家

土庫鍼灸治療所 訪問看護ステーション そよかぜ

土庫こども診療所 ふれあい在宅介護支援センター

医療 介護

河合診療所

訪問看護ステーション はるかぜ

河合診療所ホームヘルパーステーション

デイサービスこもれび

医療 介護

大福診療所 リハビリ&フィットネス シュエット



⚫退院調整

✓在宅部門（往診診療所、訪問看護）への早期からの情報
提供

✓自法人にない施設（調剤薬局等）への情報提供

✓在宅移行の可能性を常に意識しておくことで突発的な在
宅移行にも可能な限り対応

⚫入院調整

✓入院直後からスムーズにケアを提供するために情報収集

✓地域連携室からも情報をいただく

在宅部門との連携



苦痛緩和のための鎮静について国際的に統一された
定義はない。

①患者の苦痛緩和を目的として患者の意識を低下さ
せる薬剤を投与すること，あるいは，②患者の苦痛
緩和のために投与した薬剤によって生じた意識の低
下を意図的に維持すること。

「鎮静」について

「苦痛緩和のための鎮静に関するガイドライン2010年度版」より抜粋



「鎮静」の様式について

「苦痛緩和のための鎮静に関するガイドライン2010年度版」より抜粋

★持続的鎮静

中止する時期をあらかじめ定めずに，意識の低下を継
続して維持する鎮静

★間欠的鎮静

一定期間意識の低下をもたらしたあとに薬剤を中止・
減量して，意識の低下しない時間を確保する鎮静



苦痛緩和のための鎮静における評価・意思確認・治
療・ケアのフローチャート

「苦痛緩和のための鎮静に関するガイドライン2010年度版」より抜粋



★倫理的な問題

●本当に鎮静が妥当であるかどうかの評価が難しい

●本人は苦痛であっても家人は鎮静を希望しない

●家人や医療者が後悔をする

★医療的な問題

●薬剤選択（薬剤種類／投与量）

●増減量の設定と評価、実施

●鎮静実施後の管理

★その他

●診療録としての記録の不備

「鎮静」の場面で遭遇する問題



緩和ケアチームで検討を行った結果

◆鎮静を行う場合は、多職種カンファレンス、患者/家人/

それに準ずるものへの説明と同意、治療抵抗性の評価を
必須とした。

◆それに伴い、「予後予測ツール」「治療抵抗性評価のた
めのチェックシート」「鎮静チェックシート」を作成し、
電子カルテから即座に使用できるように設定した。

◆薬剤については原則としてミタゾラムのみの使用とした。



★倫理的な問題

●本当に鎮静が妥当であるかどうかの評価が難しい

●本人は苦痛であっても家人は鎮静を希望しない

●家人や医療者が後悔をする

緩和ケアチームで検討を行った結果

評価基準がない

患者/家人、医療者間で統一した価値観を形成することは不可能

それならば、ガイドライン通りに進めてみよう



鎮静前に必要な評価について

①患者の耐え難い苦痛
→患者の主観や家人の客観的評価

②医療者の客観的な評価
→治療抵抗性評価

③患者/家人の希望
→説明

④予後2～3週以内（1ケ月以内）
→予後予測（PaP/PPI）

ガイドラインからチームで協議を行い以下の評価が必要と判断



◆内科医師部会、外科医師部会に対して緩和ケアチームの医
師が学習会を開催、ほぼ全員が参加。

◆看護師を主体としたコメディカルに対しては看護師によっ
て学習会を開催。

鎮静ガイドラインの周知について

そもそもガイドライン自体が認知されていない



治療抵抗性評価のためのチェックシート



治療抵抗性評価のためのチェックシート



治療抵抗性評価のためのチェックシート



治療抵抗性評価のためのチェックシート



治療抵抗性評価のためのチェックシート



治療抵抗性評価のためのチェックシート

診療録としても
評価が記録可能



PaPスコア（Palliative Prognosis Score）

医者の主観

看護師の主観



PPIスコア（Palliative Prognostic Index

看護師の主観



鎮静チェックシート



多職種カンファレンス記録



医療的な問題について

従来当院ではミタゾラム、フルニトラゼパム、プロ
ポフォール、デクスメデトミジン等、多種多様な薬
剤が鎮静の場面で使用されてきた。これは使用する
医師の専門領域にも関係していると考える。これを
ミタゾラムを原則使用することとした（間歇的投与
ではフルニトラゼパムも一部使用）。

多種多様な使い方 ＝ ミスを誘発する



ミタゾラムの使用法について

①間歇的投与 or 持続投与

②皮下注 or 静注

③ローディングする or しない

鎮静前のカンファレンスで決定させる。
投与ルートについては看護師の意見を最優先に考慮。



ミタゾラムの使用法について

◆持続静注
ミタゾラム3A（40mg/8mL）+生食16mLの溶液（ミタゾラム1.67mg/mL）で固定
⚫ ローディングあり

3mL/hr（ミタゾラム5mg/hr）で開始、鎮静が得られたら0.5mL/hrに減量。
効果不十分な場合は1時間量早送り、1時間毎に0.5mL/hrの増量可。

⚫ ローディングなし
0.5mL/hr（ミタゾラム0.83mg/hr）で開始
効果不十分な場合は1時間量早送り、1時間毎に0.5mL/hrの増量可。

◆持続皮下注
ミタゾラム5A（50mg/10mL）を原液で使用
⚫ ローディングあり

1.0mL/hr（ミタゾラム5mg/hr）で開始、鎮静が得られたら0.1mL/hrに減量。
効果不十分な場合は1時間量早送り、1時間毎に0.1mL/hrの増量可。

⚫ ローディングなし
0.1mL/hr（ミタゾラム0.5mg/hr）で開始
効果不十分な場合は1時間量早送り、1時間毎に0.1mL/hrの増量可。

間歇投与の場合も原則同じ



導入検討を行なっている際は「薄すぎる（少なす
ぎる）」「余計に患者を苦しめている」といった
意見が出ていた。

ミタゾラムの使用法について



2016年3月から2017年11月までを調査

＜方法＞
上記期間内で緩和ケアチームが関わった150症例から、緩和的鎮
静を行った10例のカルテから後ろ向きに分析を行った。

＜評価項目＞
鎮静に至る時間、初回安定鎮静量、死亡時の鎮静量、鎮静開始
から死亡に至る日数

＜評価基準＞
鎮静に至る時間は入眠が確認された時間とし、その時間の1日あ
たりのミタゾラム投与量を初回安定鎮静量とした。



★性別 男性5例、女性5例

★年齢 36歳～85歳

★癌の有無 1例を除き全て癌終末期

★オピオイドの併用 全てあり

患者背景



ミタゾラム使用法別結果

持続静注 持続皮下注

ローディングの有無 無 有 無

症例数 8例 1例 1例

鎮静に至る時間
（時間）

中央値 3
0 5

平均値 3.6

初回安定鎮静量
（mg/day）

中央値 40
（0.5→1.0mL/hr）

20 60
平均値 48.25

死亡時鎮静量
(mg/day)

中央値 75
40 96

平均値 83.88

鎮静後死亡までの日数
(日)

中央値 3
7 9

平均値 3.85



⚫鎮静に至る時間についてはローディング無しの場合は3時間
強という結果であり「苦痛の除去」が目的であるのであれ
ばローディングを行うべきと考える。医師の本心として
ローディングに踏み切れないということであると考えるが、
初回安定鎮静量の結果からは短時間のローディングは安全
に使用できると考える。

⚫死亡時鎮静量が初回安定量の2倍近くとなっているのは、ミ
タゾラムの耐性を考えるが、苦痛の強度の増強ももちろん
考えるべきである。オピオイドについての検討は行なって
いないが、鎮静と鎮痛のどちらを深めるかどうかは状況に
よって判断しているのが現状。

⚫ 鎮静に至る時間については議論を生む結果であるが、現場
で困り果てるといった事例は発生していない。

ミタゾラム使用法についての考察



⚫目標の鎮静レベルをカンファレンスで設定（RASS等）。設
定に応じて細かく調整。

⚫表情、バイタルから苦痛を客観的に評価。

⚫鎮静実施後は家人が疲れや無力さを感じないような配慮が
必要であるため、家人との積極的な関わりを強める。

鎮静実施後の管理について



診療録について

鎮静の場面では診療録の不備も多々見受けられたため、可
能な限り記録が容易に出来る工夫を行なっている。

診療録上の不備
⚫鎮静の説明の記録が無い
⚫カンファレンスの記録が無い
⚫鎮静の要件を満たしている記録が無い

記録を容易にする工夫
⚫入力フォームの作成（各種チェックリスト）



緩和的鎮静のクリティカルパスの作成

緩和的鎮静を標準化するためにクリティカルパスを
作成している（年明け稼働目標）。

⚫鎮静前評価の実施を確実に行う
⚫記録を確実に行う
⚫薬剤の使用法をある程度固定する
⚫鎮静後の管理を標準化する





緩和関係のパス



よｔ





まとめ

緩和的鎮静は終末期医療の最終段階で提供するものであ
るが、到達目標点が患者の死亡であるために目標到達後
の患者の主観による評価が不可能である。

よって、ガイドライン通りに実施すべきであると考える
が、実臨床の場では難しいと考えていた。

何をどのように評価し、何をどのように使うか
がわかりにくい。鎮静を実施したあとどうすれ
ばいいか分からない。



◆電子カルテにてクリティカルパスやフォームを作成して
おくことで、必要な評価項目を忘れずに評価することが
できる。

◆多職種カンファレンスによって特定の職種のみに負担が
かかることも無くなった。

◆鎮薬剤についてもある程度使用法を固定化したために必
要時に迷わなくても良くなった。

まとめ



◆鎮静後の管理についてもしばしば問題となっていたが、
それについてもクリティカルパスによってある程度の標
準化は図れると考えている。

◆ガイドラインを遵守する目的で電子化を行っているため
に診療録としての問題も発生しないと考えている。

まとめ



◆個別性はもちろんある前提です。

◆オピオイドも積極的に使用しています。

◆鎮静実施後から積極的に家人へのフォローが必要です。

◆多職種による検討は必ず行うべきです。医者も看護師も
セラピストも薬剤師も事務もみんな悩んでいます。

注意点


