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1. 予後不良ながん患者のうつ病に対す
る多職種共同介入の無作為化比較試
験：SMaRT Oncology-3 研究
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【目的】
肺がんのような予後不良ながん患者にうつ病の合

併は多いが、その治療には課題がある。本研究は、
肺がん患者のうつ病に対する多職種共同介入の有効
性を検証した。

【方法】
スコットランドのがんセンターで多施設共同無作

為化比較試験を行った。対象患者は、予後 3 ヶ月以
上が見込まれ、大うつ病エピソードが 4 週間以上継
続した肺がん患者で、全がん患者のうつ病スクリー
ニングから同定された 142 名が無作為に介入群 (68
名 ) と通常ケア群 (74 名 ) に割りつけられた。通常
ケア群では、うつ病スクリーニング結果をかかりつ
け医と腫瘍医に情報提供し、患者には主治医に相談
するよう促した。介入群では、通常ケアに加えて、
看護師・精神科医・主治医による多職種共同介入が
提供された。がん看護師は、関係構築、うつ病とそ
の治療の情報提供、問題解決療法、抑うつのモニタ
リングを行い、最初の 16 週間に 10 回のセッション、
次の 16 週間に月 1 回のモニタリングと必要時セッ
ションを行った。精神科医は薬物療法のスーパーバ
イズを行い、看護師とミーティングを毎週行った。
主要評価項目は32週間の抑うつスコアの平均とし、
Symptom Checklist Depression Scale を用いて評価
した。

【結果】
32 週間に 43 名 (30％ ) が死亡したがすべてがん

に関連した死亡であり、介入の重篤な有害事象はな

かった。主要評価項目に有意な介入効果をみとめた 
(32 週間の抑うつスコアの平均値 , 介入群 1.24 [SD 
0.64]; 通常ケア群 1.61 [SD 0.58], 効果量 ‒0.62 (95% 
CI ‒0.94 to ‒0.29): p=0.0003）。副次的評価項目のうち、
不安、役割機能の QOL、全般的 QOL、ケア評価、
自覚的な抑うつ改善では介入群で有意に評価が高か
ったが、疼痛や倦怠感などに有意差はみられなかっ
た。また、抗うつ薬の処方や処方変更が介入群で有
意に行われていた。

【結論】
予後不良ながん患者の大うつ病が治療可能である

ことが示唆され、通常ケアに対する多職種共同介入
の効果は大きかった。介入効果や費用対効果の検証
のためにはより大規模な試験が必要である。

【コメント】
「予後が 1 年程度見込まれるがん患者」のうつ

病に対する同様の多職種共同介入の有効性を示し
た SMaRT Oncology-2 研究が Lancet 誌の 9 月号に
(Lancet. 2014 Sep;384(9948):1099-108.)、「予後がより
短いと見込まれるがん患者」を対象とした本研究
SMaRT Oncology-3 研究が Lancet Oncol 誌の 9 月
号に発表され、同時期に 2 試験の結果が公表された。
いずれも有効で、筆者はその理由として強い介入で
あったこと（処方、認知行動療法、系統的な看護師
教育、継続的な評価）を考察している。本研究は予
後の短い患者を対象としているためより早期に効果
を得る必要があり、介入内容に工夫（看護師に早期
介入の必要性の意識付け、在宅療養中でも継続でき
る介入方法、精神科医の指示の早期開始や予測的処
方）を加えている。効果量の大きさも中程度で十分
であった。しかし、複合介入であったため看護師に
よる認知行動療法、精神科医による薬物療法の調整、
看護師による介入のプラセボ効果のいずれの影響が
大きいのかわからない。多職種複合介入が効果的で
あった要因を検証する臨床試験が期待される。

2. 患者の終末期のQOLが遺族の自殺
念慮に与える影響について
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【目的】
患者の終末期における体験と家族・遺族の死別時

や死別後の悲嘆などの心理ストレスとの関連が報告
され、それら心理的ストレスが遺族の自殺の原因と
なりうることが指摘されている。終末期ケアにおい
て、積極的治療は患者の QOL を下げる要因であり、
それによって家族の心理的ストレスも増大するとい
われている。本研究では、終末期の QOL と死別後
の遺族の自殺念慮との関連を明らかにすることが目
的である。

【方法】
本研究は、米国で行われている前向きコホート

調査である Coping with Cancer (CwC) のデータ
のうち、人口統計学的変数と死別前と死別後に家
族介護者に調査した自殺念慮 (Yale Evaluation of 
Auicidality) と積極的治療の有無 ( 最期 1 週間の ICU
利用、人工呼吸器、経管栄養、心肺蘇生の実施 ) お
よび患者の QOL( 患者の心理的、身体的、全般的
QOL について、それぞれ 0 ～ 10 のスケールで評価
) についてそれぞれ尋ねた項目について解析を行っ
た。自殺念慮の関連要因については、ロジスティッ
ク回帰モデルを用いて解析した。

【結果】
対象者 127 名のうち、患者との死別前で 15 名 (12

％ )、死別後で 21 名 (17%) において自殺念慮が報告
された。また、30名(24%)が積極的治療を受けており、
終末期における患者の QOL の平均は 10 点満点中 6
点であった。単変量解析では、遺族背景のうち「配
偶者であること (OR=4.53, P=0.012)」「死別前から自
殺念慮をもっていたこと (OR=6.13, P=0.002)」「教育
年数 (OR=0.81, P=0.012)」「患者の終末期の QOL 評
価の低さ (OR=0.82, P=0.020)」の 4 項目について有
意な差がみとめられた。これら 4 項目をモデルに含
めた多変量解析においても、「患者の終末期の QOL
の評価の低さ」は遺族の自殺念慮の関連因子として
有意差がみとめられた (OR=0.79, P=0.023)。

【結論】
患者の終末期の QOL 評価が低いこと、配偶者で

あること、死別前から自殺念慮があることが死別後
の遺族の自殺念慮のリスクファクターとしてあげら
れる。これらの集団、特に患者の終末期の QOL を
低く評価した遺族に関しては、自殺のリスクが高い
と考えられるため、より心理的介入が必要であるか
もしれない。

【コメント】

サンプルサイズ、特に自殺念慮ありと同定された
対象が少ないものの、患者との死別前から死別後ま
で縦断的に追跡し、患者の QOL 評価と家族・遺族
の背景因子と自殺念慮との関連について明らかに
し、重要なデータを提供した調査である。自殺念慮
は、抑うつや悲嘆等、他の心理面に関連する変数と
の関連もあると考えられることから、今後は、それ
らも含めた解析が行われることが期待される。


