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ABSTRACT: 
The purpose of this study was to clarify the influence of pain on physical functions, activities of daily living (ADL), 

and physical and mental symptoms before and after exercise therapy in patients with cancer undergoing 
chemotherapy and radiotherapy. Ninety-two patients with cancer were divided into two groups according to the 
absence or presence of pain (painless group; n = 35, painful group; n = 57, respectively). Physical function, ADL, 
anxiety, depression, and fatigue were evaluated at the start of exercise therapy and at the time of discharge. The 
analysis revealed that walking speed, Functional Independence Measure, and anxiety significantly improved after 
exercise therapy in the painless group. In the painful group, knee extensor strength, walking speed, ADL, anxiety, 
and fatigue improved significantly, and the degree of pain tended to be lower after exercise therapy. These findings 
indicate that pain is not an inhibitor of exercise therapy, and it is speculated that exercise therapy can improve 
physical functions, ADL, and physical and mental symptoms in patients with cancer. 
Key words: cancer,  pain,  exercise therapy 
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要旨：  
本研究では，化学・放射線療法実施中のがん患者における痛みの有無が運動療法実施前後の運動機能，ADL，身体・

精神症状におよぼす影響を検討した．がん患者 92 名を対象とし，痛みの有無によって 2 群に分けた（痛みなし群；n=35，
痛みあり群；n=57）．そして，開始ならび退院時に運動機能，ADL，精神症状，倦怠感を評価した．その結果，痛みな

し群では歩行速度，FIM，不安に有意な改善を認めた．また，痛みあり群では膝伸展筋力，歩行速度，PS，FIM，不安，

倦怠感が有意に改善し，痛みも軽減する傾向を示した．このことから，痛みは運動療法の阻害因子にならず，運動療法

によって運動機能，ADL，身体・精神症状の改善は得られるものと推察された． 
 
キーワード： がん，痛み，運動療法 
 

はじめに 

がんは本邦における死亡原因の第 1位を占める

重大な疾患であるが，近年は治療成績が向上して

いるため，死亡を免れたがん患者が急速に増加し

つつある 1)．そのようながん患者に対しては，化

学療法・放射線療法が継続的に行われるが，治療

実施中はがん由来の身体症状や治療の副作用に

より痛み，倦怠感，食欲不振，嘔気・嘔吐，呼吸

困難感，便秘，下痢，睡眠障害といった多彩な身

体症状を呈し，加えて精神症状を認めるケースが

多く，がん医療における問題としてよく取り上げ

られる 2)．その中でも，特に多いとされる身体症

状は痛みであり，2,266 名のがん患者を対象に行

われた調査では 80%以上が何らかの痛みを抱え

ていると報告されている 3)．がん患者が有する痛

みは多様であり，がん自体に由来する痛みとして

内臓痛，体性痛，神経障害性疼痛，がん治療に伴

う痛みとして化学療法後神経障害性疼痛と放射

線照射後疼痛症候群があげられ，多くのケースで

はこれらの複数の痛みが混在していると考えら

れている 4)．加えて，がん患者が有する痛みは不

安，抑うつ，倦怠感といった身体・精神症状によ

って修飾されており 5-7)，複雑な痛みを抱えるがん

患者の運動機能および日常生活活動（以下，

Activities of Daily Living；ADL）は低下しやす

く 8-10)，Quality of Life（以下，QOL）の低下に

も繋がることが示されている 10)． 

一方，治療中のがん患者に対するリハビリテー

ション（以下，リハビリ）としては，運動機能や

ADL の改善を目的とした運動療法が強く推奨さ

れている 11)．ただ，がん患者は痛みによって身体

活動量の低下を引き起こすことが報告されてお

り 12)，実際の臨床でも痛みを理由に臥床傾向にな

るケースをしばしば経験する．その背景には，が

ん患者の運動療法に対する自己効力感の低下に

よって身体活動に対するモチベーションの低下

が生じていると推察される．加えて，化学療法そ

のものによって運動ならびに感覚障害が引き起

こされることも知られており 13, 14)，臥床傾向の悪

循環を加速させているものと考えられる．また，

痛みを抱えるがん患者が運動療法に対して不安

を持つことは容易に予想でき，化学療法・放射線

療法実施中であれば治療を優先して離床を拒む

患者がいることも事実である．がん患者に対する

運動療法の効果と安全性は確認されているもの

の，痛みを抱えるがん患者において運動療法の効

果が得られているかどうかについては疑問が残

り，この点を検討した研究はみあたらない． 
 そこで本研究では，化学療法・放射線療法実施

中のがん患者を対象とし，痛みの有無が運動療法

実施前後の痛み，運動機能，ADL，身体・精神症

状におよぼす影響を調査した． 
 

対象と方法 

1. 対象 
本研究の対象者は，2012 年 4 月〜2016 年 10

月に化学療法・放射線療法を目的に長崎大学病院

へ入院し，リハビリが処方されたがん患者 92 名

とした．リハビリ実施前後に痛みおよび運動機能

の評価ができなかった患者，意識が鮮明でないと

判断される患者，病名告知がされていない患者，

余命 3ヶ月以内と告知されている患者，がん以外

の疾患が運動機能や ADL に大きな影響を及ぼし

ている患者，18歳未満の患者，研究に同意が得ら

れなかった患者は対象から除外した．なお，本研

究はヘルシンキ宣言に沿って長崎大学病院倫理

委員会の承認を得ており（承認番号：12092419），
対象者には本研究の目的および意義を説明した

後，書面にて同意を得ている． 
 
2．運動療法 

すべての対象者が行ったリハビリは運動療法
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を主とするものであり，リハビリ開始時（以下，

開始時）から退院時まで継時的に実施された．実

施時間は 1回あたり 20 分，頻度は週 5回を上限

とし対象者の症状や訴えに応じて調整した．運動

強度は修正 Borg Scale の「4，ややきつい」なら

びにカルボーネン法により算出した上限心拍数

の 40%以下を目安とした．具体的なプログラム内

容としては，最大限の歩行継続または階段昇降を

1～2回，筋力トレーニングでは 0～2kg の重錘負

荷での股関節・膝関節・肘関節それぞれの屈伸運

動 10～20回を 1 セットとして 1～2 セット，起立

動作またはつま先立ち 5～20回を1セットとして

1～2 セット，スクワット 5回を 1 セットとして 1
～2 セット，エルゴメーターを 5～10 分とし，対

象者それぞれの運動機能ならびに身体・精神症状，

また各介入時の症状に応じて組み合わせと回数

を調整した． 
 
3．評価内容 
基本情報として年齢，性別，Body Mass Index

（以下，BMI），診断名，治療方法，化学療法レ

ジメン，鎮痛薬および開始時の血液生化学データ

（血清ヘモグロビン，C反応性蛋白，血清アルブ

ミン，血清総蛋白，リンパ球数）をカルテより記

録した．また，入院期間中に運動療法実施可能な

日数を調査し，実際に運動療法を実施した割合を

算出した．さらに，以下に述べる評価を開始時お

よび退院時に実施した． 
1）痛み 

痛みの評価には，がん患者に対する QOL の質

問紙評価である European Organization for 
Research and Treatment of Cancer Quality of 
Life Questionnaire（以下，EORTC QLQ C-30）
に含まれる質問 9「痛みがありましたか」を用い

た．これは，4 つの選択肢「全くない」，「少しあ

る」，「多い」，「とても多い」により痛みの有無と

程度を評価するものである． 
2） 運動機能 

筋力の評価として握力および等尺性膝伸展筋

力を先行研究に準じて測定した 15)．握力はデジタ

ル握力計（TKK5401，竹井工業社製）を用いて

左右 1回ずつ測定し，最大値を記録した．等尺性

膝伸展筋力はハンドヘルドダイナモメーター（以

下，HHD）（μ-Tas F-1，アニマ社製）を用いて

測定した．具体的には，ベッド上で端座位（股関

節内外旋中間位，膝関節屈曲 90°）をとった対象

者の下腿遠位部前面に HHD のセンサーをあて，

ベルトで下腿とセンサーをベッドの支柱に固定

した．そして，最大努力の膝関節伸展を 5秒間行

うよう指示し，等尺性膝伸展筋力を測定した．測

定は左右 2回ずつ行い，その最大値を体重で除し

た%体重比を算出した．歩行能力の評価としては

10m 歩行テストを実施した．具体的には前後各

2m の助走路を確保し 16)，最大歩行速度での 10m
歩行時間を 1回測定した 15)．そして，歩行距離を

その歩行時間で除した歩行速度を算出した． 
3） 日常生活活動 

対 象 者 の ADL は Eastern Cooperative 
Oncology Group の Performance Status（以下，

PS）と Functional Independence Measure（以
下，FIM）を用いて評価した．PS はがん患者の

全身状態を身体活動レベルから簡便に評価でき

るスケールであり，0：全く問題なく活動できる，

1：肉体的に激しい活動は制限されるが，歩行可

能で，軽作業や座っての作業は行うことができる，

2：歩行可能で自分の身の回りのことはすべて可

能だが作業はできない（日中の 50%以上はベッド

外で過ごす），3：限られた自分の身の回りのこと

しかできない（日中の 50%以上をベッドか椅子で

過ごす），4：全く動けない，の 5段階からなる 17)．

FIM は「している ADL」の代表的な評価ツール

であり，運動 13 項目および認知 5 項目から構成

されている．合計点が高いほど ADL が高いこと

を示し，各項目は完全自立～全介助までの 7段階
評価からなり，満点は 126点である．  
4）精神症状 

精神症状の評価には Hospital Anxiety and 
Depression Scale（以下，HADS）を用いた． 
HADS は身体疾患や障害の影響を受けずに精神

症状を評価できるという特徴があり 18)，不安，抑

うつそれぞれの質問が 7 項目，全 14 項目の質問

で構成される．各項目に 0〜3 点の配点があり，

合計点が高いほど精神症状が強いことを示す．先

行研究によれば，がん患者における不安，抑うつ，

合計のカットオフ値はそれぞれ 5点，7点，13点
とすることが推奨されている 19)． 
5） 倦怠感 

倦怠感はがん疾患特異の自己記入式質問紙評

価である Cancer Fatigue Scale（以下，CFS）を

用いて評価した．CFS は 15項目の質問で構成さ
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れ，身体的倦怠感，精神的倦怠感，認知的倦怠感

の 3 つの下位尺度がある．各項目にはそれぞれ 1
〜5 点の配点があり，規定の計算式により得点が

算出される．得点は最低 0 点から最高 60 点であ

り，得点が高いほど倦怠感が強いことを意味し，

カットオフ値は 19点とされている 20)． 
 
4．解析方法 

開始時の痛みの有無から対象を 2 群に分け，リ

ハビリ前後の評価項目を比較検討した．具体的に

は，痛みの評価として用いた EORTC QLQ C-30
の質問 9「痛みがありましたか」に対して「全く

ない」と答えた者を痛みなし群，「少しある」，「多

い」，「とても多い」と答えた者を痛みあり群とし

た．そして 2 群を比較することにより，痛みの有

無が運動機能，ADL，精神症状，倦怠感の変化に

およぼす影響を検討した． 
統計学的解析は SPSS Statistics 23（IBM社）

を用いて行い，基本情報，運動療法実施可能日数，

実際に運動療法を実施した割合，開始時の運動機

能，ADL，精神症状，倦怠感の 2 群間の比較には

Mann-Whitney の U 検定およびカイ 2 乗検定を

適用した．また，開始時から退院時における各項

目の変化を 2群間で比較する際には二元配置分散

分析を適用し，交互作用（時期×痛みの有無）を

解析した．なお，すべての解析の有意水準は 5%
とした． 
 

結果 

1． 基本属性と群分け 
対象者 92 名のうち，男性は 45 名，女性は 47

名であり，平均年齢は 68.1±12.8歳，BMI は 21.1
±3.7kg/㎡であった．原疾患は血液がんが半数以

上を占めており，次いで消化器がん，肺がんの順

に多く，原疾患に対する治療としては化学療法が

最も多かった（Table 1）．血液生化学データみる

と，C反応性蛋白質の平均は基準値を上回り，血

清ヘモグロビン，血清アルブミン，血清総蛋白の

平均は基準値を下回る数値であった． 
開始時における痛みの評価において「全くな

い」と答えた対象者は 35 名であり，これを痛み

なし群とした．これに対して「少しある」，「多い」，

「とても多い」と答えた対象者はそれぞれ36名，

15 名，6 名で，その合計 57 名を痛みあり群とし

た．基本属性を 2 群間で比較すると，痛みあり群

では鎮痛剤のオピオイドの使用割合が有意に高

かったが，その他の項目において有意差は認めら

れなかった（Table 1）． 
 
2．開始時の比較 
開始時の各評価項目を痛みなし群と痛みあり

群の 2 群間で比較した．その結果，PS と抑うつ
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は痛みなし群と比較して痛みあり群が有意に高

値を示した．その他の評価項目においては 2 群間

に有意差は認められなかった（Table 2）． 
 

3．運動療法の実施日数 
 開始時から退院時までの期間において，休祝日

を除き運動療法が実施可能であった日数は痛み

なし群が 13.8±7.0 日，痛みあり群が 19.0±13.9
日であり，2 群間に有意差は認められなかった．

また，運動療法が実施可能であった日のうち，実

際に運動療法を実施した割合を算出すると，痛み

なし群が 84.0±17.5%，痛みあり群が 88.2±
13.5%であり，2 群間に有意差を認めなかった．

なお痛みあり群における運動を実施した割合を

みてみると，痛みが「少しある」は 86.9±15.2%，

「多い」は 89.3±10.1%，「とても多い」は 93.5
±5.3%であった． 

 
4．開始時から退院時の変化の比較 
 痛みなし群では，開始時に比べ退院時の歩行速

度と FIM は有意に高値，不安は有意に低値を示

しており，改善が認められた．膝伸展筋力に関し

ては開始時と退院時の間に有意差は認められな

かった．一方，痛みあり群では，開始時に比べ退

院時の膝伸展筋力，歩行速度，PS，FIM は有意

に高値，不安と倦怠感は有意に低値を示し，多く

の項目で改善が認められた．しかしながら，交互

作用（時期×群）の解析結果で有意差が認められ

たのは歩行速度のみであった（Table 3）． 
痛みの変化をみると，痛みなし群 35 名のうち

12 名は退院時に痛みが「少しある」と答えており，

痛みの新たな発生が認められた．その内訳は，疾

患の進行または治療の副作用による痛み 8 名，急

性腰痛 2 名，痛風 1 名，原因不明 1 名であった．

一方，痛みあり群の退院時において「全くない」

と答えたのは 16 名で，これらの対象者は実施期

 
間に痛みが消失したこととなる．その他，「少し

ある」と答えたのは 36 名から 30 名，「多い」は

15 名から 7 名，「とても多い」は 6 名から 4 名に

減少した（Figure 1）． 
 

考察 

本研究では，化学療法・放射線療法を行うがん

患者の痛みの有無および運動機能，ADL，精神症

状，倦怠感について調査し，痛みの有無が運動療

法の効果におよぼす影響を検討した．運動療法の

実施頻度に着目すると，痛みあり群と痛みなし群

の間に有意差を認めていなかったことから，痛み

の有無は運動療法実施の阻害因子にはなってい

なかったといえる．前述した通り，がん患者は痛

みによって身体活動量の低下，モチベーションの

低下を引き起こすとされていることから 12)，痛み

あり群の運動療法の実施頻度は痛みなし群のそ

れより低くなるのではないかと予想された．それ

にも関わらず2群間に有意差を認めなかったのは，

今回実施している運動療法は低強度の内容であ

り，身体症状にあわせて負荷量を調整したためで
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はないかと思われる． 
一方，化学療法・放射線療法を行うがん患者に

対する運動療法は運動機能の改善に有用である

ことが多くの先行研究で示されている 21-23)．この

ことから，痛みなし群においては少なからず運動

機能の改善は認められると期待した．しかしなが

ら，痛みなし群に改善が認められたのは歩行速度

と FIM のみであり，膝伸展筋力および握力にお

いては有意な変化を認めなかった．これに対して，

痛みあり群では膝伸展筋力，歩行速度，PS，FIM
の有意な改善が認められた．両群ともに同様の運

動療法を同頻度で行ったにも関わらず，痛みあり

群のみに膝伸展筋力の改善が認められた．その原

因は，開始時における 2 群の精神症状の違いにあ

った可能性が考えられる．開始時においては，痛

みなし群に比べ痛みあり群の抑うつは有意に高

値を示している（Table 2）．さらに，身体活動レ

ベルをあらわす PS は痛みあり群の方が有意に低

下を示していた．地域在住健常者を対象とした安

彦ら 24)の報告によれば，痛みは運動機能の低下に

繋がるとされている．また，がん患者の精神症状

に着目した先行研究では，精神症状は運動機能の

低下に繋がる可能性が示されている 25)．つまり，

痛みあり群の対象者は，開始時においては痛みや

精神症状が強かったため本来の運動機能を十分

に発揮できず ADL の低下を来していた可能性が

ある．そして退院時になると精神症状が改善して

本来の運動機能を発揮できるようになり，ADL
も向上したと推測できる．これが痛みあり群の方

が多くの項目で改善を認めた理由ではないかと

考える．痛みあり群で精神症状が改善したのは，

運動療法が好影響をおよぼしたとも考えられる

が 26-29)，今回は対照群を設定していないため明ら

かにできない．ただ，化学療法・放射線療法実施

中の痛みを有するがん患者に対して運動療法を

実施しても，症状の改善は妨げられないことは示

された． 
痛みなし群において筋力の改善が認められな

かった原因に関しては，運動療法の実施期間が短

かったことが考えられる．化学療法を行う血液が

ん患者の歩行能力に対する運動療法の有効性を

示した報告では，開始後 2週間で有意な改善を示

したとされており 30)，本研究における 2～3 週間
の実施期間と一致する．一方，筋力に対する運動

療法の有効性を示した報告では，実施期間は 6～

18 週間であり 21-23)，本研究に比べ長期間の運動

療法を実施している．そのため，本研究では筋力

に対しては実施期間が短く，有意な改善が得られ

なかったと推察された．その他，痛みなし群にお

いては開始時から退院時の期間に新たに痛みが

発生していることも考えられるが，痛みが発生し

た 12 名は全例が軽度の痛みであり，疾患の進行

や治療の副作用によるものが多く，これらは運動

療法に伴う有害事象とは考えにくい．また，痛み

なし群に対しては今回行った低強度の運動療法

は負荷量として不十分であった可能性もあり，今

後は痛みの有無により運動療法の内容を検討し

ていく必要がある． 
 化学療法・放射線療法を行うがん患者の運動機

能，身体・精神症状，QOL に対する運動療法の

効果を検討した研究はこれまでにも報告されて

いるが，痛みの有無が運動療法の効果におよぼす

影響について検討した報告はみあたらない．本研

究においては，痛みがあったとしても運動療法の

効果には悪影響をおよぼさないことを示すこと

ができた．この結果は新たな見解であり，がん患

者に運動療法を実施するうえで有用な基礎デー

タになると考える．ただ，痛みの評価に関しては

痛みの種類，部位などの詳細な調査が行えておら

ず，その点について早急に取り組んでいきたい． 
 化学療法・放射線療法を行うがん患者の痛みの

有無および運動機能，ADL，精神症状，倦怠感に

ついて調査した結果，痛みは運動療法の阻害因子

にならず，運動療法によって運動機能，ADL，身

体・精神症状の改善が得られるものと推察された． 
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