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平成 27（2015）年 7月 31日 

かとう内科並木通り診療所ⓒ 

多職種による緩和ケア連続学習講座 

 

緩和ケアの展望 

緩和ケアとリハビリテーション 

 

──リハビリテーションの役割と期待── 

 

 

 

加藤恒夫 KATO, Tsuneo ⓒ 

かとう内科並木通り診療所 

 

 

司会（渡辺慎一、ケアマネージャー） 第108回の「多職種による緩和ケア連続学

習講座」を始めるにあたり、進行はケアマネの渡辺が務めさせていただきます。 

本講座は７月を年度末としており、今日の会が平成27年度の最終講座になります

ので、区切りとしまして、当院の加藤院長が講師を務めます。「緩和ケアの展望」

と題して、「日本における地域緩和ケアとリハビリテーション－リハビリテーショ

ンの役割と期待－」についてお話ししていただくことになっています、それではさ

っそくお願いします。 

 

〈スライド１〉 

加藤 こんばんは。暑いなかをみなさ

ま、ようこそお集まりいただきました、

ありがとうございます。 

本日のテーマとして、当初みなさまに

ご案内した際には「「日本における地域

緩和ケアチームと……」と題しておりま

したが、本日は「チーム」ということば

を抜いて、スライドには単に「緩和ケア
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と……」とだけ記しました。 

これは、「緩和ケアとリハビリテーション」というところに重点を置きたいため

ですが、話の流れとしては当然ながら、チームとしての活動が出てまいります。 

また、いま司会者より「今回が締めくくりである」という紹介がありましたが、

私はいつも、締めくくりは新しいテーマの展開の始まり、というつもりでお話しし

ております。 みなさまにも、そういうお気持ちで聞いていただければと思います。 

 

〈スライド２〉 

本日の話は、スライド２のように展開

していきます。 

まず、QOLの考え方と痛みの原因につ

いてです。それから、緩和ケアとリハビ

リテーションの現状はどうなっているの

か。そして、リハビリテーションは緩和

ケアにおいてどんな役割を果たしている

のか、果たすべきなのか。そして、在宅

と施設とでリハビリテーションにはどんな役割分担と違いがあるのか。そしてもう

一つ、デイホスピスについてです、これはみなさまは聞いたことがあるかどうか、

本日の話の力点はここにおくつもりです。それから、高齢者施設における課題、そ

して最後に、教育の課題についてお話しします。 

 

 

QOL の考え方 及び 痛みの原因 

 

〈スライド３〉 

さて、緩和ケア、緩和ケアとよくいわ

れますが、緩和ケアとは何でしょうか。

その要素は３つあるとされ、まず一つは、

症状がしっかり緩和されコントロールさ

れていること、まあ、これ抜きに緩和ケ

アは成立しませんし語れません。 

もう一つは個別性の重視、これ、ちょ

っとわかりにくいかもしれませんが、そ

れなら「別」の字を除いた「個性の重視」と理解していただいてかまいません。一
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人ひとりの個性を重視したケアをしましょう、ということです。考えてみてくださ

い、もし自分がこの世とお別れしなければならないとわかってきますと、人それぞ

れ千差万別の反応が出てきます。その時、その人その人に合わせたケアが必要にな

る、とお考えください。 

それと同時に３つ目として、その人が望んでいるケアが本当にできているかどう

か、を検証する必要があります。一般に、生命の質（QOL; Quality of Life）の向上

がはかられているかどうか、ということです。 

以上の３つの要素が同時に実現されること、それが緩和ケアであるとされていま

す。 

 

〈スライド４〉 

では、良いQOL（生命の質）とは、あ

るいは、QOLが良いとは、どういうこと

でしょうか。これについては、みなさん

ももうご存知でしょうが、東札幌病院の

石垣靖子看護師（副院長）が1990年頃に

発表した次のような内容が有名です── 

①苦痛がよく緩和されている。②感情

が安定している。③自分のことがよく知

らされている。これはつまり、自分の現状がよく分かっている、知らされているこ

とですね。そして、それに基づいて、④自己決定ができている、つまり自分で自分

のことについてを決定できることです。そして、⑤可能な日常活動ができる。「可

能な」というところがポイントで、のちほど触れることにします。さらに、⑥周囲

の人達との交流がよくできる、などが良いQOLだとしています。 

さて、これらがそのまま当てはまるのかというと、私自身は当初から尐々疑問に

思っております。 

まず、感情が安定していることはあり得るのか……私は、感情は安定していなく

てもかまわない、と思っています。死が目前に迫っていることがわかっているとき、

あるいは、突発的に痛みが出てきているとき、そんなときに人は感情が安定してい

るわけがない、だから、私は感情についてはQOLから省いて考えています。ただ問

題は、不安定な感情を我われがどれだけ吸収できるかどうかです。その不安定な情

況に対し、評価して、そこにどうやって対処する力があるかどうか、が問われるこ

とになります。 

「自己決定ができている」これについては、ひじょうに重要なことですが、自己
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決定ができない人もいます。つまり、自己決定ができていることを良いQOLの目安

の一つにしているのは、緩和ケアがあくまでもがんの患者さんだけを対象としてい

たときの話であって、現在では認知症の人や併発している人もいるからです。認知

症の人の緩和ケアは近年とくに大きな課題と認識され始めており、自己決定ができ

ない人が増えていますから、「自己決定ができている」を良いQOLの一つとするこ

とには、私は疑問符をつけざるを得ません。 

また「周囲の人達との交流がよくできる」ことを挙げていますが、交流したくな

いという患者さんはたくさんいます。孤独がいい、一人でいたい、という人もいま

す。ですからこれも、交流したいときにはできる、というほうがいいのではないで

しょうか。ただ、コミュニケーションがQOLのテーマの一つである、とはいえると

思います。 

 

〈スライド５〉 

では、QOL（Quality of Life）とは

いったい何なのでしょうか。 

スライド５は、緩和ケアの先駆者の

お一人である、英国のロバート・トワ

イクロス医師が1990年代に発表した有

名な説明図です。 

Ｂの青色（グレー）で示した大きな

波線が、末期の患者さんの身体症状を

示します。良くなったり悪くなったりと大きく波打ちます。それに伴って、自分の

期待や希望などが、身体症状の時間の経過にそってやはり波打って移っていきます。

自分の身体症状の現状と希望・期待とのあいだ、このギャップが、大きければ大き

いほど、QOLは低いと考えていい、ギャップが小さいほど、QOLは良いわけです。 

終末期になりますと当然のことながら、がんの方にしても高齢の方にしても、Ａ

のように身体症状のレベル全体が大きく低下してどんどん悪化していきます。それ

に対して、ご自分の希望や期待も変えていかなければならない、客観的にいえば身

体症状にそって期待も変容すべきです。変容しなければ、ご自分の現実を認識でき

ていないことになります……新しいクルマを買ってまた温泉に行きたいとか、もう

寝たきりになっているのにそういうことを言う人が、ときにはいます。そういうこ

とを言う人のQOLは良いのかというと、そうではありません。 

患者さんの身体症状に合わせてQOLを良くできるよう、ご本人の期待の変容を私

たちはどのようにお手伝いできるか、これがQOL増大のための重要なポイントにな
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ります。 

 

〈スライド６〉 

ここで次に、がんの患者さんにはどん

な痛みがあるのかをみておきましょう。

スライド６のように大きくわけて５つあ

ります。それぞれの症状も掲げましたが、

そのうち黄色で記した症状の痛みは、リ

ハビリテーションあるいはリハ職に大き

く関連するものです。 

まず、がん自体によって引き起こされ

る痛みのうち、「がん関連痛」といわれる痛みがあり、これについてはあとで触れ

ます。また、今日は紹介だけにとどめますが、鬱血つまり血液が返ってこないこと

や、リンパ液が返ってこないリンパ浮腫によって、腫れが生じて起こるがんの痛み

があり、これらの痛みもリハビリテーションの介入によって有効に解消できる領域

です。 

次に「がんの治療に起因する痛み」、これはお分かりのように、手術によって生

じる術後瘢痕の痛みや、化学療法・放射線治療などの副作用による痛みです。 

それから、終末期によく生じがちの、動けない動かない、あるいはがんそのもの

によって衰弱することなどによる「不動や衰弱からくる痛み」があります。頭痛を

訴えられてベッドサイドに行ってみると、頭痛の原因が頭頸部の拘縮であったり、

腰痛が脊柱筋の拘縮によるものであったりという筋・筋膜症候群ですね。また、関

節が凝り固まっていたり、あるいは褥瘡ができていたり、口内のカビの炎症による

痛みであったりと、非常に多いケースです。これらについても、早い時期からリハ

ビリテーションが関わっていくべきものと私は思っています。 

そして、よくスピリチュアルペインといわれて分かりにくいのですが、たましい

の叫びともいわれる「たましいの痛み」。これについて一番接しているのは看護職

であるといわれ、私もそう思っていました。確かにそうですが、リハ職はリハビリ

１単位で20分間、２単位すると40分間を患者さんと関わります。まるまる体に接し、

そこで自然にいろいろなコミュニケーションが発生し、患者さんのいろいろな思い

が吐露されます。ですから、看護職よりはリハ職のほうが、スピリチュアルペイン

の領域に接することが多いのではないか、と私はリハ職の人と一緒に仕事をしなが

ら感じています。 

そうはいっても、リハ職、看護職それぞれ対応する分野が違いますので、当然の
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ことながら、がんの患者さんの痛みについてはお互いに協力し合って対処しなけれ

ばならないなとも思っています。 

 

 

緩和ケアとリハビリテーションの現状 

 

〈スライド７〉 

さて私は今日さきほどまで、病棟であ

る患者さんをマッサージしていました。

がんの関連痛・放散痛を訴えている方で

す。この「がん関連痛・放散痛」という

言葉を、みなさん、聞いたことはありま

すか？ ある内臓に病気があったとき、

その位置とはぜんぜんちがう場所の皮膚

や、あるいは別の位置にある筋肉などに、

痛みが生じることを関連痛あるいは放散痛といいます。そのメカニズムをスライド

７に記しました。 

内臓で起こった痛みの信号は、内臓神経をとおって脊髄の後角に入り、痛みとし

て感じる脳の視床へと上がっていきます。その途中で交感神経と交錯したり、皮膚

の知覚神経と一緒になったりしています。したがって、内臓の痛みが非常に強くて、

内臓から大きな信号が出ると、これは物理的には電流ですが、交感神経との交錯箇

所や知覚神経と一緒になるところで、いわばショート（電流の短絡）が起きます。

知覚神経とのあいだでショートが起きると、その知覚神経がつながっている先の皮

膚にある感覚神経に、痛み信号の電流が流れていき、その皮膚周辺が痛いと感じる

ことになってしまいます。 

また、交感神経とのショートでは、痛み信号が全身あちこちに散ってしまいます。

麻酔科でよくおこなわれる、交感神経に対する神経ブロックという方法は痛みを止

めるのにふつうは非常に有効ですが、この内臓痛ショートによる放散痛にはなかな

か効きません。ですから、私たちはがんの痛みに対しては神経ブロックをほとんど

やりません。 

関連痛・放散痛はそういうメカニズムによって起きるのですが、では、その関連

痛・放散痛を治めるにはどうしたらいいか……痛みを感じる部位の皮膚をていねい

にマッサージしたり、ちょっと強めの刺激を加えてやります。皮膚の感覚神経・知

覚神経は内臓神経にくらべて細いのですが、皮膚マッサージの刺激で生じる電流が、
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ショート箇所で生じる痛み電流の逆流をシャットすることになります。みなさんも

耳にしたことがあるかもしれませんが、「ゲート・コントロール・セオリー」とい

います。マッサージや指圧が痛みの管理に有効である証とされているもので、解剖

生理学的な根拠があるわけですね。 

こういうわけで私は、がんの痛みのある人、あるいはがんではないけれども痛み

を訴える人に対して、よくマッサージをしてあげます。まとめますと、内臓痛によ

る関連痛・放散痛が考えらえる場合には、薬によってではなく、マッサージなどの

手技で一時的ではありますが痛みを止めることができる、ということを知ってくだ

さい。これが、リハビリテーションの大きな役割でもあるということです。 

 

〈スライド８〉 

さて、そんななかで私たちは、緩和ケ

アの対象はがんの患者さんのみではない

と考えており、ずっとそう言い続けてお

ります。イギリスでもそうですしアメリ

カでも、緩和ケアの対象の３割は高齢者

の方で、心臓疾患や呼吸器疾患の人です。 

アメリカのある大規模調査では、すべ

ての終末期患者の約60％は痛みを伴って

おり、また25％が呼吸困難を訴え、さらには心理的、感情的な問題を抱えていた、

というデータがあります。これがきっかけの一つとなって、緩和ケアの対象はがん

の患者のみではない、対象を拡大しようという欧米での潮流となって、すでに20年

以上たっています。 

一方で日本では、日本緩和医療学会は、まだそういう動きをまったく見せていま

せん。ですから、日本では緩和ケア病棟に入院しても、緩和ケアとして医療保険の

お金が出るのは、がんの人とエイズの人だけです。エイズの人は、保健政策的に別

の病院に移動させられますから、緩和ケアの対象はほとんどがんの人であるといえ

ます。これが日本の緩和ケアの現状です。 

ここにおられるみなさんには、目の前で死に向かいつつある患者さん、あるいは

寿命を終えようとしているのが目に見える人たちに接するときには、緩和ケアの目

線でみてあげてほしいと願っています。 

 

〈スライド９〉 

今年2015年は２年ごとに開かれるヨーロッパ緩和ケア学会があり、私はほぼ毎回
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参加していたのですが、今回は諸事情が

あって行けませんでした。その開催年と

交互の年に英国緩和ケア大会が開かれて

おり、昨2014年３月にヨークシャー州

で開かれた第10回大会には参加してき

ました。 

その学会での重点課題は３つあり、一

つは高齢者住宅での緩和ケアと看取り、

すなわち、高齢者住宅で緩和ケアをどう

提供したらいいのか、の問題提起でした。 

日本では最近、東京の高齢者を地方へ移そうという動きがありますね。地方に高

齢者住宅をセットして、そこで高齢者の看取りまでをしようという構想ですが、地

方での高齢者住宅での看取りは現状ではとてもとても、というのが実際のところで

すね。高齢者住宅で看取りをしようとすると、職員が負担に思って、集まらないと

いわれ、日本では高齢者住宅での看取りはまったく進んでいません、いや減ってい

るといっても過言ではありません。 

それと同時に２つ目の重点課題として、地域でのプライマリケアチームの参加を

どうしたら進められるのか、さらには、住民と緩和ケア専門チームの連携すなわち

協働をどうしたら進められるのか、というテーマも掲げられました。なお言ってお

きますと日本では、いま病院内には緩和ケアチームができていますが、地方の地域

にはまったくといっていいほど緩和ケアチームは生まれていません。、 

そして３つ目の重点課題として、事前指示書作成の援助ための教育をどうしていっ

たらいいのか、そうした議論が行われました。 

ヨーロッパと日本とでは、とても大きな差があるなと思いつつ、私は議論を聞い

ておりました。 

 

〈スライド 10〉 

では、日本における緩和ケアとリハビ

リテーションの現状はどうなのか、をみ

ていきましょう。 

平成24年の診療報酬改定で、がん治

療とリハビリテーションがようやく関連

づけられました。診療報酬加算されるこ

とは、行政に認知されたということです
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が、それはあくまでも入院患者さんについてだけです。外来での、がんの患者さん

へのリハビリテーションが認められていません。 

ですから、化学療法中の人たち、化学療法はいまは導入のときだけ入院でやりま

すが、あとはほとんど外来通院でやっていますが、そういう外来化学療法中の人た

ちにはリハビリテーションの恩恵がありません。 

それと同時に、緩和ケア病棟においても、緩和ケア病棟は包括点数ですからリハ

が入るとそのお金は収益に結びつかない、それよりはリハを一般病棟にいる別の入

院患者さんに振り向けたほうが収益性がいい。そういうわけで、全国の緩和ケア病

棟でリハビリテーションが行われているところは多くはありません。 

私たちのところに緩和ケア病棟があったときは、同時にリハビリテーションを導

入しましたが、現在、がんとリハビリテーションの関係はまだ一般病棟での入院治

療期にしか行われていない、というのがほとんどです。 

それに比べると、まだ在宅ケアのほうが、がん終末期だからと理由をつけて訪問

リハを入れやすいといえます。それもまあ、ようやく啓蒙の端緒についたところで

す。 

 

 

緩和ケアにおけるリハビリテーションの役割 

 

〈スライド 11〉 

では、緩和ケアとリハビリテーション

の協同作業とはどんなものかをみていき

ましょう。 

まず、身体評価があります。その評価

領域は非常に広くて多いために、私自身

は患者さんの身体評価をリハ職の人に頼

むことがかなりあります。内臓と痛みの

関係については私がみますが、ADL（日

常生活機能）に伴う痛み、たとえば呼吸苦などの関係については、むしろリハ職の

人に尋ねることが多いです。 

それと、入院中を含めての環境評価、これは、その人のADL評価と環境評価がマ

ッチしているかどうか、それを在宅だけではなく入院のときにもチェックします。 

そして同時に、QOL評価をします。その人の希望・期待と、現在提供されている

医療・看護によるケアの内容はどうなのか、マッチしているかどうかをみます。 
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これらの評価にもとづいて、ご家族を含めてこの患者さんにはどんなニーズがあ

るのかを考えながら、プログラムを作ります。リハ・プログラムを作り、ゴールを

設定して、患者さんご家族とチーム内の調整をし、成果をチームで実行していきま

す。その際、何か特別なものを買ってきたりするのではなく、もちろん買ってこな

ければならない場合もありますが、できるだけそこにある物を利用しながら、ADL

を保てるように、QOLを高められるように実行していく、この姿勢が大切です。 

患者さんとのコミュニケーションが必要なことは言うまでもありませんが、それ

を含めたチーム内調整というコミュニケーションの成果を、つねにリハビリテーシ

ョンにどう応用し結びつけてていくかの意識、この二つが大切だと思います。 

 

〈スライド 12〉 

具体的に、リハビリテーションによる

症状緩和にはどんなシーンがあるのかを、

スライド12に記しておきましたので参

考にしてください。実に多くて、リハは

もう本当に症状緩和と密接不可分だとい

えますね。 

 

 

在宅緩和ケアにおけるリハビリテーションの役割 

 

〈スライド 13・14〉 

次に、在宅緩和ケアでのリハビリテーションの役割を具体的にみておきましょう。 

このゴールは、一般の在宅リハとは異なって、あくまでも患者さんと家族のQOL

の向上です。ADLが上がってこそQOLが上がるという一般のリハの考え方では、や
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っていけません、緩和ケア対象の患者さんのADLは日々下がっていくのですから。 

もちろん、ADLの維持・改善も大きな目標の一つではありますが、それは、病期

の進行とともに低下するので、最終的にはQOLに焦点を当てることのほうが重要な

のです。 

そのために、患者さんの自宅を、自宅での様子を、よく見ておかねばなりません。

しかも、関係職種で訪問して、いろいろな目線から見る必要があります。そのうえ

で、どういうニーズがあって、生活現場の実状との乖離を評価して、QOLのゴール

を家族・関係職種と摺り合わせて全員で確認しておく必要があります。そういう意

味で在宅緩和ケアは、施設での緩和ケアとは違って、いろいろな点で作業が多くな

ってきます。 

評価についても、もちろん本人の身体的・精神的なことがらについてはもちろん

ですが、施設におけるのとは違って、家族についても同様に把握しておかねばなり

ません。たとえば訪問したら、患者のおじいちゃんのそばにいる人がいつもとは違

う、はたして兄弟なのか、子どもなのか、私たちは遠慮なく尋ねることにしていま

す、「あなたはこのおじいちゃんとどういう関係の方？」と平気で言います。そう

することによって、患者さんと家族は今どういう世界にいるのかが分かってきます。 

そしてそれから、患者さんとご家族の希望を把握します。このときに、カルテを

よく見て患者さんの現状を把握し、患者さんが自身の疾患について何をどこまで知

っているのか、を私たちはやはり尋ねてみるべきです。患者さんは私たちには話し

てくれなくても、リハの人たちには自分の本音を語っているはずです、そういうこ

とが多いのです。リハ職は患者さんの話をよーく聞いてあげて、チームの私たち、

とりわけ医師に伝えてください。リハ職として知っていることと医師の知っている

こととのミゾを埋めるように、私たちは努めていかねばなりません。 

次に重要なのは、各職種の役割を理解すること。これは例えば、看護職に何を頼

めばいいのだろうかとか、介護職も巻き込んでいくべきだろうか、というようなこ

とが在宅緩和ケアでは多々あり、職種の垣根を乗り越えて自ら動いていかないと前

に進まないからです。 

そのような各職種の役割理解のうえで、患者さんの安全を最優先して前に進むた

めにはどうすればいいのか、お互いに知っていること見たことをしっかりと通じ合

わせることが大切です。 

つまり、評価して、コミュニケーションして、そして調整して、というサイクル

の重要なところをリハ職は在宅緩和ケアで担っているのです。 
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施設リハビリテーションとの相違 

 

〈スライド 15〉 

それに対して、施設内でのリハビリテ

ーションでは、自ずからそこに多職種が

いて、役割分担が設定されていますから、

極端なはなし、リハ職の作業は決められ

た範囲のことをやっていればいいわけで

す。 

しかし、在宅でのリハ職の活動は単独

です。患者さん宅で単独で患者さん自身

と対面しながら行われるものですから、総合的な能力が要求され、施設内での機能

回復リハビリテーションに比して、高い技能的水準が要求されます。 

技能水準が高くないと在宅リハはできない、ということではありません。在宅で

のリハは、奥が深くて勉強することがいくらでもありますよ、ということです。 

ですから、リハ職の方、どうか訪問に手を伸ばしてみてください。そしてケアマ

ネの方には、リハ職にいろいろなことを尋ねてみてください、彼らの知っているこ

とを聞き出してみてください。 

 

 

デイホスピス──通所リハビリテーション 

 

〈スライド 16〉 

そこで、日本の地域における在宅リハ

は、とくに緩和ケアとしての在宅リハの

実状は、どうなのでしょうか。 

日本ではもう10年も前の2005年に、

日本緩和医療学会が中心となって

OPTIM （ Outreach Palliative care 

Trial of Integrated regional Model）プ

ロジェクトというのが立ち上げられまし

た。アウトリーチって何だ？ 日本語を使えばいいのに、と私は思うのですが、要

するに、病院のなかの緩和ケアチームが外へ出ていって、地域の人たちと一緒にな

って連携しながらやっていこう、というプロジェクトです。資金を大々的に投入し
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て行われ、その後、モデル事業報告が2012年に出版されましたが、その中でリハビ

リテーションの役割についてはまったく触れられていませんでした（「OPTIM 

Report 2012 エビデンスと提言─緩和ケア普及のための地域プロジェクト報告書」

2012年）。あくまでも専門的緩和ケアの医師と看護師はどういう役割を果たせるの

か、ソーシャルワーカーはどんなふうに動けばいいのか、ケアマネージャーにはど

んな役割があるのかといった内容であって、リハについてはまったく一言もありま

せんでした。 

今のところ日本には、地域のなかで活動する緩和ケアチームは存在しません。ま

あ、私たちはやっているじゃないかと言っても、緩和ケアチーム専門で動いている

わけではありませんから、そういう意味で地域の専門的緩和ケアチームではない、

ですから、緩和ケアチームにおけるリハビリテーションの役割はまだ認知されてい

ない、と断言してもいいのです。 

ただ、岡山では岡山赤十字病院の緩和ケアチームにリハ職がいるそうです。 

 

〈スライド 17〉 

スライド17は、さきほどお話しした日

本緩和医療学会のOPTIMの報告書です。

2011年と2012年の２冊の報告書があり、

今回あらためて両方のページを繰ってみ

ましたが、リハについては見当たりませ

んでした。ですからリハ職の方々は、緩

和ケアにおける自分たちの役割を、我わ

れはこういうことができると声を大にし

てもっともっと言っていかないといけません、そのように私は思っています。 

なお、OPTIMで言われている連携モデルは、私たちが14年前からやっている緩和

ケア岡山モデルがベースになっています。どういう連携をしたら地域でやっていけ

るかがモデルとして承認されたといえる

のですが、残念ながらリハの役割には触

れずじまいなのです。 

 

〈スライド 18〉 

それと最近は、患者さんの病院への入

院期間、在院日数が短くなっており、そ

の分、在宅へ在宅へと押し返されていま
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す。押し返す病院側は、その患者さんが在宅になってもきちんと看守られているの

かを気にするケースが多々生じています。たしかに、退院の際に担当者会議が開か

れることもありますが、開かずにそのまま返してしまうほうがまだまだ多いです。

私どもが関わる場合には、退院の前に必ず担当者会議を持つようにしています。 

がんの外科手術がおわって次に化学療法をするのに、いったん自宅に帰ってくだ

さいとそのまま返される患者さんのなかには、化学療法中にどんどん低下していく

であろうADLについて、どういう療法をすればいいかの方策をほとんど持たないま

ま帰ってくる人がいます。そういう方について、そのニーズをだれが気づき、どこ

へ繋げていけばいいのかということが、今後の大きな課題になってくると私は思っ

ています。 

どこに知ってもらえばいいのかというと、一つは、腫瘍センターに関わる人たち

にはまずきちんと知ってもらわねばなりません、それからもう一つは訪問看護の人

たち、とくに治療中から関わっている訪問看護の人たち、あるいはさらにケアマネ

の人もそうです。そういう人たちは、患者さん情報が耳に入ったら、そこにリハが

介入できないかどうかをぜひ考えてみてください。 

要するに、がん治療期からのリハビリテーションの意義はまだ十分には認識され

ていないのが現状で、これからも、その知識と技術の普及には時間と教育が必要だ

ということです。かなりの教育と啓蒙活動が必要でしょう。 

 

〈スライド 19〉 

地域緩和ケアチームとしての私たちの

活動では、ある患者さんを担当する場合

に、迅速な情報共有の手段として専用の

メーリングリストを立ち上げます。また

内部でも、リハ職と他の職種とのあいだ

でメーリングリストがあります。 

私自身、メールをチェックする際には、

たいてい夜になってからですが、優先的

にこのメーリングリストを読みますので、リハ職の人がどういう現場に居合わせた

のかが遅くともその日の夜までにはわかります。そして翌朝までに、患者さんに必

要な対応を依頼したり、こうしようなどの提案をすることができます。私どものメ

ーリングリストは非常に有効に活用されていると自負しています。 

がんの緩和ケアは緊急性を要することが多くあり、とくに在宅ケアでは多職種が

関わるために、情報共有の迅速性は何よりも重要で、遅くとも次の日には問題解決
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できなければなりません。前述のOPTIMにおいても、このメーリングリストの方法

が採用されています。 

 

 

高齢者施設における緩和ケアとリハビリテーション 

 

（１）デイホスピス 

 

〈スライド 20〉 

ここから今日の話の本題になります。

デイホスピスについてです。 

デイホスピスというのは略語でして、

正式名称は「通所療養介護」と日本看護

協会が定義し、政府のモデル事業として

認定され援助されています。本来は、終

末期ケアなどの医療ニーズが高い人たち

をどうみていくか、ということだったの

ですが、現在では、こどもホスピスのようになっている、あるいは難病の人の受け

入れ施設になっている、との話を耳にします。 

私たちがいうデイホスピスはそうではなく、通所リハと緩和ケアチームの協働の

場です。 

がん治療の進歩によって治療が長期化し、一方で入院日数が短縮していることは、

必然的に在宅ケアとその長期化を前提としています。その間にADLが低下したり、

さまざまな症状が出てきます。 

がんの患者さんはおしなべて高齢の人が多いのはもちろんですが、40歳以上の進

行がん患者の介護保険２号受給者の数も増加傾向にあります。しかも、単身高齢者

の増加や老老介護の高齢者のみ世帯も多くなってきています。 

治療期から終末期に至るさまざまながん罹患者の在宅ケアの姿があるわけで、こ

うした人たちにどういう支援の仕組みを提供したらいいのかは、非常に切迫した現

代的課題になっています。私たちの通所リハビリテーションではこうした人たちを

積極的に受け入れるようにしています。 

英国では、がんのデイホスピスは早くから注目されて、1980年代からスタートし

ています。日本では、広島で阿部まゆみさんが実験的なデイホスピスを誕生させて

10年たちますが、その後、全国的な設立ニュースは伝わっておりません。 
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〈スライド 21〉 

ここでちょっと、英国のデイホスピス

を写真で紹介しましょう。スライド21は、

私が英国に２回目に行った1989年の写真

で、バーミンガム市にあるセントマリー

ズホスピスのデイホスピスの様子です。

20人ほどの患者さんがいまして、ほとん

どが高齢者でした。 

 

〈スライド 22〉 

スライド22は、私たちが現在も密接に

コンタクトしているニューカッスル市の

セントオズワルズホスピスのデイホスピ

スで、1990年に私が初めて訪問したとき

の写真です。この時すでにデイホスピス

があったのでした。 

このデイホスピスに来ている人たちは

必ずしもがんの人だけというわけではな

く、ケアミックス、つまり、がんのほか

に神経難病の人、この２つが当時は重要

な対象とされていました。  

 

〈スライド 23〉 

スライド23は2008年、やはりセント

オズワルズホスピスを訪問したときのデ

イホスピスで、このとき同デイホスピス

は大きな進歩を遂げていました。この写

真は、ボランティアによるリンパマッサ

ージの様子で、リンパマッサージはセン

トオズワルズの特色として有名です。 

 

〈スライド 24〉 

スライド24も2008年のセントオズワル
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ズで、ここには子どものためのチルドレンホスピスも併設されているので、デイホ

スピスには子どももやってきます。このときは、盲導犬を連れた子が来たところで

した。 

ともかくここのデイホスピスは完全にケアミックスであって、私はがんの人たち

だけかと思っていたので、かえって違和感を覚えたくらいです。でも、いろいろな

疾患の人と接して、いろいろな話を交わして、いろいろな人たちに自分のあり方を

示して教えながら、また逆に教わっていくというのが、世の中のふつうの姿なので

すから、デイホスピスにおいてもそういう多様性があって当然といえます。 

ですから日本緩和医療学会が、がんに、がんにと特化していこうとしている姿勢

には、私は疑問を感じています。 

 

〈スライド 25〉 

英国における緩和ケアの変遷を数字で

みてみましょう。スライド 25は、

「Help the Hospice」というホームペー

ジに出ている資料から私がつくったもの

で、2009年までの数字しか得られませ

んでした。まず入院施設については、い

っとき増えていきましたが、2000年代

になって減ってきています。 

Home care teamsというのはホスピスの中にあって外へ地域へ出ている専門的ケ

アチームのことで、我われがよく目にする訪問看護チームとは違います。これも今

は減ってきています。 

Hospital support teamsは文字どおり病院内の院内緩和ケアチームで、これはほ

ぼピークに達して維持されている、つまり、ほとんどの大病院にはできている、と

いえます。 

これらに対して増え続けているのが、デイケアセンターつまりデイホスピスです。 

そして最近では、Hospice at Homeという新しい組織が生まれています。これも

チャリティ（慈善団体）主体で、いろいろな職種の人が患者さんの自宅に行ってケ

アを提供するというもので、爆発的に増えているそうです。 

以上ここで私が言いたいことは、英国で緩和ケアが本格化する80年代後半からデ

イケアセンターが一貫して増えていることです。英国の人口構成も高齢化が進んで

人口減尐に見舞われていますから、それに対応するためにいろいろな施策がうたれ

た一つとして、旧植民地の各国から労働人材を受け入れました。その供給先の一つ
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が、増え続ける高齢者ケアにあたっているデイケアセンターです。センター数も増

え続けているという実態について、批判の声も上がっているそうですが…… 

 

（２）通所リハビリテーションをデイホスピスとして活用を 

 

〈スライド 26〉 

私たちは2003年に、厚生労働省から

の依頼と資金提供をうけて、「がん患者

の終末期ケアにおける通所リハビリテー

ションの役割」とのテーマで調査報告を

提出しました。つまり、通所リハに焦点

をあて、通所リハでは何ができるのか、

あるいは、がんの終末期患者に対しては

どこの組織がもっとも適切なケアを提供

できるのか、という調査研究をしました（報告書提出、2005年12月）。 

「通所リハ」というのは、けっして個人に対してだけケアを提供するのではなく

して、地域・施設・家庭が一体となって、どんな障害を持った人たちに対しても、

人間性の復権を保障するための、つまり個性を重視したサービスを提供していると

ころだ、と私たちは考えています。 

通所リハは、医師の配備が必須ですから緊急対応が可能ですし、多職種がチーム

として機能していますので、その結果、現行の通所系サービスの中では、最も「通

所リハ」が終末期ケアを提供できる可能性の高い適切な場所である、と考えていま

す。つまり、デイホスピスそのものにほかなりません。新しくデイサービスの組織

や場所をつくる必要はない、今ある既存のものを利用して安くつくることができる

……こういうことを、私たちは今から10年以上も前に研究して報告しました。残念

なことに、それは全く進んでいません。 

 

〈スライド 27〉 

そこで再び、リハビリテーションの原

点ということですが、繰り返しになるの

で簡単に述べるにとどめます。 

これまでは、リハによるADLの改善

があって初めて、利用者のQOLが向上

するという認識がありましたが、終末期
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におけるリハビの視点を合わせて眺めると、ADLの改善はなくてもQOLの向上はあ

り得るということが見えてきます。これは私たちも、緩和ケア病棟を運営していた

当時、経験しましたので、証明済みといえます。 

それから、これは特に強調しておきたいことですが、リハとは、ある障害をもつ

個人に対するリハ職の「筋トレ」技術だけをいうのではありません。多くの公的組

織や非公的組織の人たちが協力して行う活動と仕組みやプロセスを意味する、とい

うことです。何よりも、その人の個性や人間性を復権できるか、そのプロセスであ

ると、概念的ではありますが、そう認識しておいてください。 

ですから、リハを指導していく人たちには特に、その仕組みをみるようにしない

といけない、これは十分に意識していてください。 

そういう視点での一例をお話ししましょう。90歳を過ぎて認知症、要支援のおじ

いちゃんと、息子の「にいちゃん」63歳、知恵おくれでおしっこたらたら、ころん

では蜂窩織炎（ほうかしきえん）をおこしたりしていました。じいちゃんはＡ通所

リハへ通っていましたので、そこのケアマネが息子のにいちゃんを、介護保険をつ

うじて別のところに行かせた。家族２人を分けてしまって、その家族全体をいった

いどうみていくつもりなのか……私は意見書に書きました、「貴職のやっているこ

とは、家族を分解することにほかなりません」と。「２人をつねに一緒にしていな

いと、在宅ケアはもちろん、生活も成り立ちません。考え直してください」と記し

たのですが、考え直してはくれませんでした。 

 

〈スライド 28〉 

通所リハにおいて終末期ケアを行おう

といっても、やはり、終末期ケアに対す

る職員の困難感は現状ではまだまだ大き

く、教育の必要性が大です。なぜかとい

うと、終末期を見たことがない、終末期

の人のケアをしたことがないからでしょ

う。 

がん終末期ケアにおいては、それ特有

の症状緩和の知識と技術が要求されますが、多くの場合、それらはがんケアに特有

のものばかりではありません。高齢になればなるほどいろいろな問題をはらむよう

になり、がん以外であっても、人生の終末期には痛みや呼吸困難などの多くの苦痛

を伴います。 

したがって、これらの苦痛に対処できる準備が整っていることが、終末期ケアを
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提供する可能性がある全てのサービスにおいてぜひ必要なのです。これも、先ほど

紹介した私たちの通所リハ研究での結論でした。 

今後は高齢者施設での看取りが増えていくでしょうから、高齢者施設の職員は看

取りをどうしていくのかの態勢ができなければいけないし、それを促す環境づくり

は政府の責任です。しかし政府はなかなか動かないので、我われがモデルをつくっ

てその情報を発信していかなければならないと私は思っています。 

 

〈スライド 29〉 

そうはいっても現状はどうなのかとい

えば、通所でケアを担当する職種の中で、

終末期の人の苦痛に関わるケア（緩和ケ

ア）の教育を受けている人は、やはりほ

とんどいないと私は認識してますし、そ

の実態調査もありません。私はリハ職の

教科書を借りて内容を見てみたところ、

高齢者のリハという項目はありましたが

その中に終末期は入っていませんでした。高齢者リハからなぜ終末期が抜けてしま

うのか、と私は思わざるを得ません。 

私たちがこれまでずっとみてきた終末期の方のなかで、たしかに薬剤の使い方な

どにはいろいろと特徴がありますが、それさえうまくいけば、社会心理的な問題、

感情的な問題などについて特殊なテクニックを要することは多くはありませんでし

た。もちろん困難事例はありますから、そういうときは経験を重ねた人に聞けばい

い、つまり、地域の専門家に援助を求める連携体制が準備されてさえいればいいわ

けです。 

先日も私たちの周辺でこういうことがありました──あるお寺の外国人修行僧が

がんで終末期になり、事前指示書を書いてもらう必要があるかどうか、どうすれば

いいのかと問い合わせがありました。これについては、本人の意思がはっきりして

いるなら事前指示書を書いてもらう必要はないでしょう、と私は答えました。この

ように、専門的に慣れているところに、ちょっとでも尋ねればいい、そういう態勢

があればすむのです。 

 

（３）介護保険給付の不公平 
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〈スライド 30〉 

そういうわけで、特別なデイホスピス

の施設は不要であって、それよりも問題

は、医療保険と介護保険が相乗りできる

ようにならないと通所リハでの終末期ケ

アサービスが提供できない、という点に

あります。とくにがんの人には、ひとた

び悪化するとそこで介護保険の利用は打

ち切り、というのが現状です。 

がんの終末期の人に介護保険を申請しても、なかなか時間がかかるだけでなく

「要支援」ぐらいしか認定されません。急に悪くなってから申請しても、認定され

たときはもう亡くなっていたというケースが多々あります。 

 

〈スライド 31〉 

これは別の面から言いますと、がん終

末期と診断された人は介護保険の払い損

になります。考えてみてください、がん

終末期の診断は現在では死の前６カ月で、

それから介護保険を申請して認可されて

も、介護サービスを受ける期間はごくわ

ずかです。それまで介護保険料を支払っ

てきた年月に対して、あまりにも不公平

ではないか、といえます。一方で、認知症になってPEG（胃ろう）をつけ、延々と

10年間にわたって介護保険のお世話になり老衰で亡くなった、というケースは現在

ごく当たり前です。 

がんとがん以外の人たちとの間で介護保険給付の不公平が生じている、これが、

現介護保険法の改定が必要とされる、もう一つの理由です。 

たとえば、化学療法をうけに行く人たちはふつう、タクシー代を自前で払ってい

ます。しかしもし不幸にして、がんの進行期と診断されたら無条件で要介護１と認

定するようにすれば、介護タクシーを使えます。それくらいのことはやってほしい

ものです。英国ではそうなっています。 

先ほど紹介した2003年の研究の中でも、そういう結論を出しました。しかし、が

んの団体の人たちはこの点になかなか声を上げない。厚生労働省はがんの団体の声

をよく聞いているのに、です。現在私たちは、がん終末期の人の介護保険認定は１
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週間で出してほしいと運動しており、言い続けていかねばならないと思っています。 

なお、がん終末期の人たちに要する介護保険の給付総額は、いずれにしても利用

期間が短いであろうために、それほどの高額にはならないと予測されています。 

 

〈スライド 32〉 

時間がなくなりました、最後にかんた

んに述べるにとどめます。高齢者施設に

おける緩和ケアとリハビリテーションの

問題についてですが、さきほど述べたよ

うに、高齢者の看取りの場所として高齢

者施設への期待が高まる中、そこでのリ

ハ・ニーズは増えていくのはまちがいな

く、ヨーロッパの主要国では高齢者施設

に緩和ケアチームを配備することが大きな課題として取り上げられている、と述べ

るにとどめます。 

私もいずれ高齢者施設にはいることになるでしょう、その施設選びの観点として、

緩和ケアチームの対応が得られるかどうかは、大きなポイントになってくると思い

ます。 

 

（４）リハビリテーション職への緩和ケア教育の現状 

 

〈スライド 32〉 

今回の資料づくりにあたって、医学中

央雑誌刊行会という医療文献の集合サイ

トで、「緩和ケア、リハビリテーション、

教育」の３つのキーワードで検索したの

ですが、ヒットする論文は見当たりませ

んでした。つまり、この方面については

いわゆる卒前教育でほとんど問題になっ

ていない、ということにほかならず、本

日ご出席いただいた先輩リハ職の方々には、リハビリテーション界にとって今後、

専門職として立ち向かわざるを得ない終末期患者に対するリハビリテーションの、

在学中からの教育は避けて通れない、との声を上げ手本を示していってほしいと願

っています。私たち医師の教育では、卒前教育に緩和ケアを入れてほしいとの運動
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を続けて、10年ほどたってようやく始まり、今ではかなりの時間を割いてもらって

います。 

在宅ケアのこれからの方向性として、通所をうまく使いながら進めていければい

いなと、みんなで協力し合いながらやっていければと思っております。ご清聴あり

がとうございました。〔拍手〕      ■ 

 

 

 

 

───質 疑─── 

 

 

司会（渡辺） ありがとうございました。それでは、会場のみなさまから質問や

ご意見、あるいは感想でもかまいません、受け付けます。 

 

会場Ａ（PT） 当院では、がんの方だけでなく高齢者もいろいろな疾患の方につ

いても、よく診ていますし相談にのっているし、さまざまな機会をとらえてみんな

で議論していると思います。患者さんの中には最初はリハをいやがる人もいますが、

先生の指示があっていったんリハをうけると、入院するたびにまたリハをしてくれ

るのだろうと期待する方がほとんどです。今日お話しくださったリハの効果のいろ

いろあるうち、患者さんは実際に何を主に求めて期待されるのだろうか、どういう

ニーズがあるのかを、今一度説明してください。 

 

加藤 いい質問をありがとうございます。これは当院の研究課題だと思います、

「高齢者のリハ・ニーズの調査」という柱をつくれば、どんな病気の人がどんなリ

ハ・ニーズを持っていたかということがわかると思います。でもやっていないので、

今は私にもうまく言えません。 

いろいろなニーズがあるのは間違いありません。寝たきりになりたくないからリ

ハをしたいと、要支援ぐらいの人には多いですね。そういう方は、マシンがさまざ

まに揃ったところへ行くでしょう。気持ちがいいリハを受けたい人は、マシンでの

厳しいリハをされるところよりは、マッサージ主体のリハを希望するでしょう。あ

るいは、リハの中でも作業療法に興味をもつ人もいるでしょう。ですから、その人

その人の、それこそ個性が表れてくるのだろうと思います。 

もちろん、背景にはその人の抱える疾病があるはずですから、ぜひそんな研究を、
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うちのリハ職のみなさんが１年ぐらいかけてやっていただければ面白い結果が出る

のではないかと思います。 

 

会場Ｂ（OT） 感想になりますが、当院では日々チームで動いていますので、地

域での連携もとれているほうではないかなと思っています。いま、リハの重要性を

言ってくださったのですが、そこにはやはり多職種の協力があって初めて成り立つ

ということを、私は感じています。私たちOTだけでは、患者様の日々の声を聞き取

れない部分もありますので、毎日のカンファレンスやコミュニケーションの中で、

私たちのリハの材料となる手がかりが得られるのを感じます。 

とくに終末期のリハについては先ほども言われましたように、まだまだ浸透して

いませんので、私たちが相談できる場所も尐なく、文献を見ようとしても、がん治

療に関連するリハ以外はまだまだ見当たらず未知の領域ですので、こうした勉強会

を開いていただき、多職種のみなさんの話を聞いたり質問できることが私にはすご

く役立っています。今後も、当院内だけでなく、外部ともそうした関係を求めてい

きたいと、そういう感想をあらためて強くしました。 

 

加藤 ありがとうございます。最後に私からみなさまに報告があります。９月１

日に終末期リハの第一人者でいらっしゃる千葉県立保健医療大学健康科学部准教授

の安部能成先生が当院に来られるとのことですので、連絡を入れて講演を依頼した

ところ快諾いただきました。 

今日の私の話はかなり概念的な内容でしたが、安部先生からは、「がん終末期リ

ハビリテーションの役割と実際」と題して具体的にたっぷりお話ししていただける

はずです。この講演会は、この連続講座の番外となりますが、みなさまぜひお越し

ください。 

 

司会（渡辺） それでは今一度の拍手をもって、本日の勉強会を終わります。そ

してみなさま、来期の講座にもぜひご参加くださいますように……ありがとうござ

いました。〔拍手〕       ■ 


