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東北大学大学院 医学系研究科 

教授 宮下 光令 

 

１．末期医療に対する意識調査（1997 年） 

筆者が新情報センターと初めてお仕事

をご一緒したのは、東京大学大学院医学系

研究科健康科学・看護専攻成人看護学/タ

ーミナルケア看護学分野の助手に採用さ

れた 1997 年であった。私は同大学疫学・生

物統計学分野で修士課程を修了し、27 歳で

看護学系分野の助手に採用されたときで

ある。疫学・生物統計学分野の恩師である

橋本修二先生（現藤田医科大学教授）に誘

われ、平成９年度厚生科学研究費補助金

「ターミナルケアに対する意識に関する

研究」の調査を行うことになった。当時か

ら「緩和ケア」という言葉は使われていた

ものの、「ターミナルケア(終末期医療)」と

いう言葉の方が一般的であった。 

 当時は国レベルで終末期医療に関する

関心が高まっていた。当初は世界医師会や

日本医師会による終末期医療の在り方の

提言から始まったが、それに国民の声を反

映させるための試みが 1993 年の厚生労働

省によって設置された「末期医療に関する

国民の意識調査等検討会」により開始され、

同時に国民に対する調査が実施された。こ

の調査はその後５年おきに実施されるこ

とになるのだが、前述の私が初めて参加し

た調査は 1997 年の第二期「末期医療に関

する国民の意識調査等検討会」の基礎資料

となるものである。1992 年の第一回の調査

が新情報センターによってなされていた

ため、1997 年の調査も新情報センターにお

願いすることになった。1992 年の調査では

一般市民のみを対象としたが、この調査で

は一般市民及び医療従事者を対象とする

ことになり、一般市民への調査は層化二段

階無作為抽出法による 20 歳以上の男女

5,000 人を対象としたものであり、医療者

は全国から無作為抽出した病院、診療所、

緩和ケア施設、訪問看護ステーション等の

医師 3,104 人・看護師 6,059 人を対象とし

た郵送調査を実施した。調査内容は「末期

医療への関心」「延命医療」「医師と患者の

話し合い」「病名・病状告知」などである。

状況としては痛みを伴うがん患者や持続

的植物状態（現在は遷延性意識障害等と言

われるが、当時は植物状態という言葉が一

般的に使われていた）などに焦点が置かれ

た。 

 当時の私は大規模調査の経験はなく、層

化二段階無作為抽出の方法すら知らなか

ったが、新情報センターと共同することで

調査は成功に終わり、回収率も一般市民

46％、医師・看護師 50％と研究班による調

査としてはまずまずの成果を得ることが

できた。肝心の調査結果について紹介する１。

表１は一般市民の「治る見込みがない病気

になったときに、その病名や病気の見通し

を知りたいか？」という質問への回答だが、

知りたいという意見が 73％があるものの、

知りたくないという意見も 13％ある。また、

知りたいという人の中で「誰に伝えて欲し

いか」という質問では８％が家族と答えて

いる。表２は医療者に対して「治る見込み

がない病気になったときに、その病名や病

気の見通しを誰に最初に伝えるか」という

質問で「状況による」という回答が多いも
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のの、「患者自身」と回答したものは医師の

３％に過ぎず、59％の医師が「家族」と回

答している。その後の治療方針の選択にあ

たっても同様の傾向がある。なお、10 年後

の 2007 年に行われた調査では、一般市民

が病名を知りたいという回答は 85％に上

昇し、家族に最初に説明して欲しいという

回答は 4％に減少した。医師が最初に説明

する相手も本人が９％に増加し、家族が

34％に減少した。この項目は 2012 年度以

降調査されていないので最新の結果は分

からないものの、現状では 90％以上が病名

を知りたいと回答し、最初に説明する相手

も本人の割合が大幅に増加しているもの

と思われる。この分野の研究をしている身

としては隔世の感があるデータである。ま

た、1997 年では医療者は医師・看護師のみ

であったが、現在は高齢社会を反映し、介

護職員も対象に加わった。この一般市民・

医療者に対する調査方法は 1997 年に行わ

れた方法が微修正されつつも踏襲され、新

情報センターは 2002 年、2007 年度の調査

も担当したと聞く。 

 

表１ 治る見込みがない病気になったと

きに、その病名や病気の見通しを知

りたいか？誰に説明して欲しい

か？（一般市民：1997 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 治る見込みがない病気になったときに、その病名や病気の見通しを誰に最初に伝え

るか、伝えるべきか、治療方針の決定で、最初に誰の意見を聞くか？（医師・看護

師：1997 年） 
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２．日本の全医師を対象とした日本医師会 

の緩和ケアの意識調査 

さて、日本で緩和ケアという言葉が一般

的になってきたのは 2007 年に施行された

がん対策基本法によるところが大きい。こ

こで、日本の緩和ケアの発展について表３

に整理したい。 

 

表３ 日本における緩和ケアの発展  

 

緩和ケアの考え方は当初は 1970 年代後

半に英国に端を発した「ホスピス・ムーブ

メント」として日本に流入した。その後、

主にキリスト教系の病院から先駆的な活

動が行われ、1990 年に診療報酬に「緩和ケ

ア病棟入院料」が設けられたことによって

医療制度化した。この流れは 2002 年に一

般病棟に対する緩和ケアチームの活動に

診療報酬が算定できることによって、拡大

した。しかし、何と言っても大きな発展の

土台となったのは 2006 年に成立、2007 年

に施行された「がん対策基本法」である。

この法律の施行と前後して厚生労働省は

国内の津々浦々まで最新のがん治療・ケア

を普及させることを目的とし、全国 350 の

「がん診療連携拠点病院」の指定を開始し

た（現在は約 450 病院）。がん対策基本法は

国のがん対策の目標や枠組みを示すもの

であるが、具体的な施策は「がん対策推進

基本計画」に基づいてなされる。2007 年に

閣議決定した「第１期がん対策推進基本計

画」では、我が国のがん医療の（他の先進

国に比べて遅れている）４つの重点課題の

１つに「緩和ケアの推進」が挙げられた。

法律ができると行政はそれに基づき施策

を展開せねばならないが、当時、日本の緩

和ケアに関する国レベルでの情報は十分

でなかったため、まずは日本の緩和ケアの

実態を調べることが急務となり、多くの調

査研究が行われることになった。当時の日

本は使用できる医療用麻薬の種類は増え

てきたものの、大学における基礎教育で疼

痛をはじめとした緩和ケアに対する教育

を受けていない医師が大半であったため、

緩和ケアの普及は十分ではないと考えら

れていた。また、当時はがん患者の自宅死

1980 年頃 英国から始まった「ホスピス・ムーブメント」が日本に流入 

1980 年代 聖隷三方原病院などによるホスピス開設 

1986 年 厚生労働省「末期医療に関するケアのあり方検討会」設置 

1990 年 緩和ケア病棟入院料算定開始 

1993 年 WHO による「がんの痛みからの解放とパリアティブ・ケア」日本語訳刊行（WHO に
よる英語版は 1990 年） 

2002 年 一般病棟に対する緩和ケアチームが算定できる「緩和ケア診療加算」算定開始 

2006 年 がん対策基本法成立 

2006 年 厚生労働省「がん診療連携拠点病院」指定開始、「がん診療連携拠点病院の整備に関
する指針」を発表 

2007 年 「第１期がん対策推進基本計画」閣議決定 

2007 年 厚生労働省「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会等事業」開始 

2008 年 厚生労働省「緩和ケア普及のための地域プロジェクト（OPTIM）」開始 

2012 年 「第２期がん対策推進基本計画」閣議決定 

2018 年 「第３期がん対策推進基本計画」閣議決定 
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亡率は７％程度まで低下し、がん患者への

在宅医療の発展も急務であった。そのため、

日本の医師の緩和ケアに対する意識や意

欲、知識などを調査し、今後打つべき施策

を検討するために日本のほぼ全ての全医

師を対象として実施された。 

 2008 年に実施された本調査は、日本医師

会を調査主体とし、新情報センターにサン

プリングや調査票送付などを委託した。当

時の日本医師会会員の「全ての」診療所医

師 94,224 人に加えて、病院等の勤務医は日

本医師会に加入していない人も多いため、

日本医師会の会員であるかは問わない形

で 7,807 の一般病院に対して病床数に比例

する形で 173,299 人に調査参加を依頼した。

一般的に医師に対する調査は回収率があ

まりよくないことが想定されたため、各都

道府県医師会を経由した依頼や督促など

の工夫をした。最終的に全体で 97,961 人か

ら調査票を回収し、回収率は37％であった２。 

 調査結果の一部として、緩和ケアに対す

る自信と不安について表４に示す。疼痛や

身体症状、精神症状に対する知識や技術は

十分であるという回答は 20％程度に過ぎ

ず、コミュニケーション等に関しては 30％

程度が不安があると回答した。 

 

表４ 緩和ケアに対する自信と不安 

 

また、当時の日本の緩和ケアの重要な問

題は「疼痛緩和」であったため、疼痛治療

を中心に緩和ケアに関する知識を尋ねた

質問では、「医療用麻薬を長期間使用する

と、薬物中毒がしばしば生じる（誤り）」「医

療用麻薬の使用は生命予後に影響しない

（正しい）」などの項目は半数以上が誤っ

て認識していることが明らかになった。そ

 合  計 
診療所医師 

合  計 

病院医師 

合  計 

９７，９６１人 ５２，９４９人 ４５，０１２人 

疼病の緩和のための知識や技術は十分である 

 そう思う １６．２％ １１．９％ ２１．２％ 

 とてもそう思う ２．７％ １．９％ ３．７％ 

疼病以外の身体症状に対応するための知識や技術は十分である 

 そう思う ２０．５％ １７．８％ ２３．６％ 

 とてもそう思う ２．８％ ２．２％ ３．５％ 

がん患者の精神症状の対応に関する知識や技術は十分である 

 そう思う １１．８％ １０．９％ １２．８％ 

 とてもそう思う ２．０％ １．８％ ２．２％ 

患者への病状説明（告知など）に不安がある 

 そう思う ２４．１％ ２６．８％ ２１．０％ 

 とてもそう思う ９．４％ １０．４％ ８．２％ 

患者と死や死の可能性について話すことが負担である 

 そう思う ２６．３％ ２８．６％ ２３．６％ 

 とてもそう思う １０．８％ １１．７％ ９．８％ 

家族とのコミュニケーションやサポートに不安がある 

 そう思う ２４．１％ ２７．２％ ２０．５％ 

 とてもそう思う ８．１％ ９．４％ ６．６％ 
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のほかの質問から、日本の医師は緩和ケア

に関してはある程度理解しており、自ら積

極的に関わりたいという意思は半数程度

であり、自らの知識や技術に不安を有して

いるものの、それを相談できる専門家への

アクセスが不十分であることなどが明ら

かになった（表５）。 

 

表５ 緩和ケアに関する知識（カッコ内が正答） 

 

 

 これらの結果を受け、日本医師会は「が

ん緩和ケアガイドブック」を作成し、緩和

ケアの普及を本格的に開始した。また、前

後して開始された日本の全てのがん医療

に携わる医師が受講することを目的とし

た２日間の「がん診療に携わる医師に対す

る緩和ケア研修会」にもこの調査の結果が

反映されたと思われる。この調査は最終的

に約 27 万人に送付され、約 10 万人から回

収されたが、行政による調査以外で日本の

ほぼ全ての医師を対象とした調査はほと 

んど例がないであろう。このような大規模 

 

調査が実施できたのも新情報センターの

力を借りることができたからである。 

 

３．緩和ケアプログラムによる地域介入研 

究（OPTIM 研究） 

前述のとおり 2007 年当時、日本のがん

患者の自宅死亡率は７％程度まで低下し

ていた。高齢多死社会を迎え、がんによる

死亡数は急増の最中にあり、自宅死亡が可

能な環境を整備することは日本のがん医

療にとって重要な課題であった。さらに、

日本医師会の調査の結果の通り、診療所医

 
合  計 

診療所医師 

合  計 

病院医師 

合  計 

９７，９６１ ５２，９４９ ４５，０１２ 

緩和ケアの対象は、がんに対する治療法のない患者のみである（そう思わない） 

 ７８．８％ ７１．３％ ８７．３％ 

緩和ケアは、がんに対する治療と一緒には行わない（そう思わない） 

 ７８．４％ ７１．３％ ８６．８％ 

疼病治療の目標の 1つは、夜ぐっすりと眠れるようになることである（そう思う） 

 ７６．１％ ７３．０％ ７９．８％ 

医療用麻薬を使用するようになったら、非ステロイド性抗炎症鎮痛剤は同時に使用しない
（そう思わない） 

 ５９．４％ ４７．８％ ７２．９％ 

医療用麻薬を長期使用すると、薬物中毒がしばしば生じる（そう思わない） 

 ４７．６％ ３６．４％ ６０．８％ 

がん性疼病が軽度の場合、医療用麻薬よりもペンタゾシンを積極的に使用すべきである 
（そう思わない） 

 ４７．１％ ３６．４％ ５９．６％ 

医療用麻薬の使用は、患者の生命予後に影響しない（そう思う） 

 ３８．２％ ３２．４％ ４４．９％ 

医療用麻薬投与後にペンタゾシンやププレノルフィンを投与すると、医療用麻薬の効果を減
弱することがある（そう思う） 

 ３４．５％ ２２．５％ ４８．５％ 
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師だけでなく病院医師にとっても、緩和ケ

アの知識や技術の普及、緩和ケア専門家へ

のアクセスの向上も急務であった。そのた

め、当時の厚生労働省は厚生労働科学研究

費補助金第３次がん対策総合戦略研究事

業として予算総額数億円規模の「緩和ケア

プログラムによる地域介入研究」を企画し

た。これは当時「戦略研究」と言われ、本

研究以外のもいくつかの研究が走ってい

たのだが、通常の公募型の研究費と異なり、

厚生労働省が国民のニーズに基づき行政

による具体的な政策目標を定め、その成果

指標と研究計画の骨子を決めるという新

しい形の公的研究であった。 

 本研究では全国の４地域（山形県鶴岡市、

千葉県柏市、静岡県浜松市、長崎県長崎市）

において早期からのがん緩和ケアの介入

支援を行うことが、地域におけるがん緩和

ケアの質を向上させるのか、地域でがん診

療に従事している医療者の負担軽減にな

るのか、地域の患者・家族が安心して療養

できるようになるのかという命題に対し

て、複数の評価指標を設定し、介入の前後

の結果を評価するという形で実施された

（図１）。筆者は本研究にコアメンバーで

あるとともに評価測定委員会委員長とい

う立場で参加した。 

 

図１ OPTIM 研究概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 年からの本研究に先立ち、2007 年

に介入地域の現状を把握し、介入内容を決

定するために事前予備調査が行われた。事

前予備調査は４地域の一般市民と医療従

事者に対して行われ、層化二段階無作為抽

出法で行われた一般市民調査は新情報セ

ンターに委託された。この一般市民調査の

結果、がん患者の 40％が療養場所として自

宅を希望すること、自宅療養に対して「家

族への負担が大きい」「急な変化があった

時や夜間に対応できない」といった懸念が

大きいことが明らかになった。同様に、が

ん医療に対する安心感は全体的に低く、特

に在宅療養に対する安心感が低いこと、医

療用麻薬に対しては４人に１人の割合で

中毒になる、寿命を縮めるなどの誤解があ

ること、緩和ケア病棟については否定的な

イメージを持つものも少なくないことな

どが明らかになり、市民に対する啓発的な

介入やこのような懸念を払拭するための

緩和ケアの提供体制の整備の課題が明ら

かになった。 
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 この事前予備調査を受け、2008 年から

2010 年まで３年間にわたり地域に対する

介入が実施された。介入は包括的・多面的

に行われたが、主な介入内容を図２に示す。 

図２ OPTIM 研究の介入内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIM 研究の主要評価項目は１．自宅死

亡率、２．専門緩和ケアサービス利用率、

３．外来がん患者による苦痛緩和の質の評

価、４．遺族による終末期がん患者の苦痛

緩和の質の評価であり、副次的評価項目と

して一般市民の緩和ケアの知識・認識・安

心感、緩和ケアに対する準備性などが評価

された。このため、介入前の 2008 年と介入

後の 2010 年に４地域で患者・遺族・医療

者・一般市民に対する調査が実施されたが、

このうち層化二段階無作為抽出法で実施

された一般市民調査、医療者調査の発送業

務や患者・遺族調査及びすべての調査のデ

ータ入力等も新情報センターが担当した。 

OPTIM 研究の主要評価項目について図

３に示す。 

図３ OPTIM 研究の主要評価項目 
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簡単に要約すると、患者アウトカムとし

ては、自宅死亡率は全国平均値のこの期間

の増加と比較して有意に増加した。また、

家族の介護負担も全体でも自宅で最期を

迎えた患者の家族でも増加せず、患者の

quality of life も自宅で死亡した患者では高

かった（図には示していない）。併せて、専

門緩和ケアサービスの利用数が増加した。

外来患者による緩和ケアの質評価と、終末

期がん患者の遺族による緩和ケアの質評

価は改善の程度は大きくないが、統計学的

に有意に改善した。プログラム実施後には、

医師・看護師からみて「緩和ケアの知識・

技術，認識，実践が向上した」「つながりが

でき，ネットワークが広がった」「在宅医療

が進んだ」と認識され、医師・看護師の困

難感、中でも、地域連携や専門家による支

援についての困難感が改善した。 

一般市民に対する調査結果は以下のよ

うに要約された。本研究の結果は①１地域

あたり4,600 千円/ 年を利用した一般的な

啓発活動を行うと住民 100 名あたり 11 枚

のリーフレットの配布と 0.57 名の参加す

る講演会を行うことができた。②住民の曝

露の程度はポスターを見たことがある住

民は 20～30％、リーフレットを見たことが

ある住民は３～８％、ホームページを見た

ことがある住民は２％以下、講演会に参加

したことがある住民は１～８％であった。

③人口の少ない地域ほど大きな曝露を受

けた。④これらの介入で地域全体の一般市

民の緩和ケアの認識には変化がなかった

が、医療用麻薬の知識（「麻薬中毒になった

り，禁断症状が出る」「寿命を縮める」）、在

宅医療についての認識のいくつかの項目

（「急な変化があった時や夜間に対応でき

ない」「往診してくれる医師がいない」）は

改善が見られた。⑤曝露を受けた住民では

認識・知識の改善がより認められた。⑥住

民全体では緩和ケアの変化を体験した住

民は多くなく、緩和ケアに関するプロジェ

クトの認知度も低かった。⑦媒体ではリー

フレットやホームページよりもポスター

の曝露が多かった。⑧場所では病院・診療

所・保険薬局など医療機関が多かった。こ

れらの結果より一般市民を対象とした啓

発介入は、曝露を受けることによって知識

や認識が変わる可能性があるものの、地域

全体で幅広い啓発活動を行っても情報が

届く住民は少なく、地域全体への影響は大

きくないという費用対効果を考えるとい

ささか残念な結果ではあった（が、過去に

ない重要な知見である）。 

なお、OPTIM 研究の主たる結果は Lancet 

Oncology 誌に掲載された３。我が国の緩和

ケアの研究が Lancet 系の雑誌に掲載され

たのはこれが初である。OPTIM 研究の結果

は 700 ページに渡る膨大な報告書にまとめ

られており、以下の WEB サイトで公表さ

れている（http://gankanwa.umin.jp/） 

 

４．2008 年から 2015 年までの医師・看護 

師の緩和ケアの知識等の変化 

ここまで、日本の緩和ケアにおける調査

研究の初期、とくに 2007 年のがん対策基

本法施行直後について述べてきた。果たし

てその後、日本の緩和ケアはどれだけ進歩

してきたのだろうか。我々は前述の日本医

師会による調査及び OPTIM 研究の調査結

果に対して、規模を縮小した医師・看護師

に対する調査を 2015 年に実施し、７年間

の変化を追跡した。この医療者に対する調

査もサンプリング方法等を同一とするた

め新情報センターに委託し、実施された。

2015 年の調査は 14,125 人の医師に対して

調査票を送付し、4,814人から回答を得た。
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そのうち、がん患者の診療を行っている

2,720 人の医師の回答を 2008 年の日本医師

会の調査で同様にがん患者の診療を行っ

ていた医師 48,487 人の回答と比較した。そ

の結果の一部を図４に示す４。 

 

図４ 2008 年から 2015 年の医師の知識・困難感の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 2008 年から 2015 年の看護師の知識・困難感・緩和ケア実践の比較 
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2008 年から 2015 年にかけて、がん診療

を行っている医師の緩和ケアに対する知

識は増加し、困難感は低下した。また、2015

年調査では、前述の「がん診療に携わる医

師に対する緩和ケア研修会」に参加した医

師のほうが参加していない医師より知識

が増加し、困難感が低いという結果であっ

た。同様に看護師の結果を図５に示す５。看

護師は 2008 年の OPTIM 研究の対象者

2,707 人と今回調査の 3,649 人を比較し、医

師と同様に 2008 年から 2015 年にかけて緩

和ケアに対する知識は増加し、困難感は低

下した。さらに、緩和ケアの実践状況の自

己評価も向上した。これらの研究で 2007 年

のがん対策基本法実施後の緩和ケアに関

連した施策の一部を肯定的に評価するこ

とができた。 

 緩和ケアの対象となる患者は心身とも

に脆弱であり、患者自身による施策の評価

は困難な面が多い。そのため、国内外で遺

族を対象とする調査が実施されているが、

日本では代表性を持つ調査が困難であっ

た。しかし、数年前に統計法が改正され、

日本でも死亡小票の情報を利用した遺族

調査が可能となり、2018 年及び 2019 年に

国立がん研究センターでそれぞれ５万人

規模の死亡小票を利用した遺族調査が実

施された。この調査は今後も定期的に実施

される予定であり、日本の緩和ケアの質を

モニタリングする重要な調査として位置

づけられていくだろう。 

 

５．おわりに 

本稿では日本の緩和ケアの調査研究の

発展のなかで、ランドマークになってきた

いくつかの調査で新情報センターが大き

な役割を果たしてきたことを示した。今回

は主な４つの研究を紹介したが、それ以外

にもいくつかの一般市民や医療者を対象

とした調査を委託しており、また、筆者が

専門とする遺族調査に関しても１万人程

度の大規模遺族調査のデータ入力や小規

模・中規模研究のデータ入力などを委託し

てきた。 

僭越な言い方になるが、日本の緩和ケア

の調査研究の歴史は筆者の研究の歴史で

もあり、それは新情報センターと歩んでき

たものでもある。2000 年頃には日本の緩和

ケア領域では調査研究に詳しい人はほと

んどいなかった。そこに、本当にたまたま

筆者が恩師に誘われて末期医療の調査に

参加した。筆者は当初は緩和ケアを専門に

する予定はなかったのだが、このような調

査研究をいくつか請け負ううちに緩和ケ

アの調査研究の専門家になってしまった。

当初は東京大学に所属していたが、OPTIM

研究の最中の 2009 年に東北大学に異動に

なった。若干 39 歳での教授就任であった

が、調査研究を中心に 70 本程度の論文を

出せたことが採用の決め手となったと思

われる。現在は英文論文も 200 本、和文と

合わせて 300 本以上となった。数えてはい

ないが、これらのうちデータ入力なども含

めると半分以上は何らかの形で新情報セ

ンターが関わったものではないかと思う。

緩和ケアの発展のため、ぜひ今後もお力を

お貸しいただきたいと思っている。 

最後に、がん対策基本法が出来て厚生労

働省に設置された「がん対策推進室」にお

いて医系技官として、OPTIM 研究や日本医

師会の医師調査などを行政の立場から主

導され、厚生労働省退官後は国立がん研究

センターがん情報対策センターにて 2015

年の追跡調査や死亡小票による遺族調査

の指揮をとられた加藤雅志先生が 2021 年

６月に急逝された。この場を借りてご冥福
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をお祈りしたい。 
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