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《表》ランダム化比較試験の概要と主たる結果

《図》心不全患者に対する緩和ケアのあり方
心不全の診断後，以下を並行して行う
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要因の管理
身体機能やQOL低下のモニ
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なく，完全な回復の見込みが難しいと思われ
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た時点から，その後の治療計画（ACP）も含

患者，対象数，介入方法などがさまざまで一

めて基礎疾患の治療と並行して「早期からの

貫した結論を出すことは難しいですが，それ

緩和ケア」が提供されるべきだと思います。

でも多くの研究でQOLや身体・心理症状の
改善が見られています。全体的に見て，心不
全の患者に対する緩和ケア・アプローチが有
効であると言えます。
紙面の都合上，本稿ではご紹介できません
が，本論文では，個々の症状や状態において，
基本的緩和ケア，すなわち病棟や在宅ケアに
おける主治医や看護師がどのような対応を
し，どのような場合に緩和ケア専門家にコン
サルテーション・紹介するべきかという基準
も具体的に示されています。
今後，我が国においても，心不全以外の循
環器疾患，脳卒中，その他の非がん疾患に緩
和ケアが拡大していくことが期待されます。
そのためには，基本的緩和ケアの考え方を非
がん疾患の主治医や看護師が身につけるこ
と，緩和ケアの専門家はがん以外の疾患に対
する緩和ケアの知識や技術を身につけること
などが必要でしょう。そして，死亡直前では
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