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症例 82歳女性

• パーキンソン病の既往があり要介護2で施設入所中

• 来院1ヶ月前から腹部膨満感を自覚→入院精査

腹部に不整な腫瘤および多発腹膜結節

腹水細胞診は腺癌が検出

→腹膜癌が疑われた

• 年齢・ADLを考慮し、緩和ケアの方針となった



• 入院後全身倦怠感が増悪し食事摂取量が低下

• 不眠の訴え・嘔気も出現

悪性疾患の終末期で全身倦怠感のある患者に

糖質コルチコイドの投与は有効であるのか？

倦怠感に対してステロイドが有効と聞いたことがあるが…
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Step 1：疑問の定式化

P：悪性疾患の終末期で全身倦怠感がある患者

I ：糖質コルチコイドを内服する

C：糖質コルチコイドを内服しない

O：全身倦怠感の改善

治療の論文を検索する
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Pubmed：Clinical Queries

Key word：advanced cancer fatigue glucocorticoid

Category:Therapy

Scope:Narrow

以上で検索

Step 2：論文の検索



10 件が該当し
以下の論文を選択した



J Clin Oncol. 2013;31(25):3076.
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JAMA evidence
「Users‘ Guides to the Medical Literature」

を参考に批判的吟味を行った

Step 3：論文の批判的吟味



• がん関連疲労 Cancer-related fatigue (CRF) は終末期の癌患者に頻発し

重要な問題であるが、限られた研究しか報告されていない

• ステロイドが疲労、食思不振、疼痛、嘔気を改善した

• しかしながらこれを証明するのに十分なRCTは報告されていない

• 今回はデキサメタゾンとプラセボを比較してCRFを定量的に評価した

Cochrane Database Syst Rev 11:CD006788,2010

Cancer treat Rep 69:751-754，1995

論文の背景



P：進行癌患者で、CRFに関連するEdmonton Symptom  

Assessment Scale (ESAS) 4/10以上の症状を

3つ以上有する患者

I： デキサメタゾン4mg×2回／日を14日間内服

C：プラセボ×2回／日を14日間内服

O：15日目でのFunctional Assessment of Chronic Illness-

Fatigue (FACIT-F) scaleの変化

論文のPICO



• 疼痛、疲労、嘔気、抑うつ

不安、不眠症、息切れ、

食欲不振、全体的な調子の

9項目

• ０(なし) – 10(最もひどい)

で点数化
http://www.palliative.org/newpc/_pdfs/tools/ESAS-r.pdf

ESAS (エドモントン症状評価システム)



• FACIT-F はCRFの臨床試験で

QOLの評価に用いられている

• 4つの区分（身体的・社会的・

感情的・機能的）からなる27つ

のQOLに関する項目および

疲労度を評価する項目からなる

• 各項目で０(全くなし)-４(非常に強い）

でスコアをつける

今回はCRFの治療に関する臨床試験で最も使われている
FACIT-F subscale scoreを主要アウトカムに使用されている

http://consultgerirn.org/uploads/File/trythis/try_this_30.pdf

FACIT-F sbscale score



• 進行癌である

• 癌に関連した以下の症状で、ESASで4/10以上の症状を
3項目以上認める進行がん患者

Patient:Inclusion Criteria 1



• 認知機能が正常である

• 感染症に罹患していない

• 1週間以内のHgb≧9g/dl

• 生命予後が4週間以上の見込みがある

• AIDSに罹患していない

• 1週間以内の好中球数≧750/μL

• DMに罹患していない

• 2週間以内に手術歴がない

Patient:Inclusion Criteria 2



• 除外基準については記載されていなかった。

• ランダム化される前に

16名の患者が除外されている

（禁忌について記載がない）

• また、解析の段階でも

プラセボ群で1人、

デキサメタゾン群で2人が

が除外されている

Patient:Exclusion Criteria



デキサメタゾン8mg分2 を14日間投与した群と

プラセボを1日2回投与 を14日間投与した群で比較した

Intervention & Comparison



＜Primary outcome＞

ベースラインと比較して15日後の

FACIT-F subscale scoreの評価

＜Secondary outcome＞

ベースラインと比較して15日後の

食思不振、不安、抑うつ、ストレスの評価

Outcome



患者はランダム割り付けされていたか
→◯患者はランダム割り付けされている

ランダム化割り付けは隠蔽化（concealment）されていたか
→？隠蔽化に関しては記載なし

介入群と対照群は同じ予後で開始したか

1.結果は妥当か



デキサメタゾン群の方が
女性の比率が有意に高かった

年齢・人種・悪性疾患の種類に
差は認めなかった

base lineは同等か

1.結果は妥当か



FACIT-F subsclae score

ESASの各症状に関しては

有意な差は認めなかった

base lineは同等か

1.結果は妥当か



研究はどの程度盲検化されていたか
→△治験薬剤師、治験統計者以外は盲検化されている(3重盲検)

研究の進行とともに、予後のバランスは維持されたか

1.結果は妥当か



両群50人ずつの症例数を予定した

メチルフェニデートのCRFに対する効果を調べた
先行研究をもとに、サンプルサイズを計算した

症例数は十分か

1.結果は妥当か



追跡率・脱落率はどうか

→実際投薬されたのは

プラセボ群58人

デキサメタゾン群62人

解析できたのは

プラセボ群41人

デキサメタゾン群43人

Intention to treatではない

1.結果は妥当か



• 介入群と対照群は同じ予後で開始したか

患者はランダム化割り付けされている

隠蔽化(concealment)に関しては記載なし

ベースラインは性差を認めたもののほぼ同等

• 研究の進行とともに、予後のバランスは維持されたか

3重盲検試験

• 研究完了時点で両群は、予後のバランスがとれていたか

追跡は完了している

Intention to treat 解析ではない

試験は早期中止されていない

1.結果は妥当か



Primary Outcome

15日後のFACIT-F subscaleは
デキサメタゾン群の方がプラセボ群より
有意に改善した

※数値はベースラインからの点数の変化

2.結果は何か



FACIT-F scoreは
デキサメタゾン群で
有意に改善

身体的幸福度、身体的ストレス
に関してもデキサメタゾン群で
有意に改善

その他症状・不安などは
有意差なし

Secondary Outcome
※数値はベースライン

からの点数の変化

2.結果は何か



Adverse Effectは

有害事象の発症に関しては両群で有意な差は認めなかった

2.結果は何か



• 観察期間が15日である（副作用、CRFの評価が15日）

• 脱落者が多かった（120人中解析したのは86人）

ITT解析はされていなかった

• デキサメタゾン群で女性の方が多かった

Limitation



• 進行がん患者のCRFを改善するのにデキサメタゾンは有効

• 長期使用での症状改善および副作用の評価、

どのような患者に効果があるか、投与量の推奨は

検証できなかった

• 上記を明らかにするようなさらなる研究が望まれる

結果のまとめ
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• 本症例はESASで疲労・嘔気・食欲不振・不眠症の項目に

関して4/10以上の症状があり、Inclusion Criteriaに合致

している

• Exclusion Criteriaにも該当しない

• Base line Characteristicの患者群と大差なし

→本論文の要件を満たしている

Step 4：症例への適応



デキサメタゾン4mg×2回/日を14日間の内服を開始した

倦怠感、食欲低下は軽度改善しFACIT-Fで20点改善を認めた

その後、palliative careを継続した

イレウスを発症し食事摂取もできなくなった

70日目に永眠された

STEP4：症例への適応



自分の患者にとって本当に大切な
Outcomeが吟味されているか

• 倦怠感、食欲低下といったQOLの低下が

本人・家族にとって最も重要な問題であった

• 本論文の主要アウトカムは倦怠感などのQOLで評価しており、

実際の患者さんの問題と一致すると考えられた
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Step1 疑問の定式化（PICO）

進行癌の患者に対して、糖質コルチコイドが有効かもしれないと聞き、

その有効性に疑問を感じた

Step2 論文の検索

Pubmedを用いて短時間で論文を検索できた

Step3 論文の批判的吟味

JAMA user’s guideを用いて論文の内的妥当性を検討した

サンプルサイズが不足していること、脱落者が多いこと、

ITT解析されていないことが問題であると考えた

長期間の糖質コルチコイド使用による副作用は吟味されていないと考えた

Step4 症例への適応

本人のQOLを考慮して、文献が示す通り糖質コルチコイドの症状緩和の

文献のデータを踏まえて、糖質コルチコイドの治療をおこなった

Step 5：Step1-4の見直し



• 進行がん患者のCRFに対してデキサメタゾンが症状を

緩和することが示唆された

• 長期期間での評価がされていないことも含め、

サンプルサイズ、ITTなどの問題点も多く、

さらなる研究が期待される

• 進行がん患者のCRFに対してデキサメタゾンの投与を

考慮してもよいと考えられる

まとめ


