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1995 年千葉県がんセンター整形外科専門員、2009 年より現職。 

学会活動として、日本緩和医療学会（理事、国際亣流委員長）、日本癌学会、日

本癌治療学会（代議員）、日本臨床死生学会など、また厚生労働省のさまざまな研

究班のメンバー、ほか要職多数。 

 

 

司会（加藤恒夫） 本日は千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション

学科准教授の安部能成先生をお迎えして、特別講演会を開催します。私どもかとう

内科並木通り診療所では月例で公開の「多職種による緩和ケア連続学習講座」を開

いており、すでに 110 回近くを数えますが、今回はその番外の特別講演会です。 

リハビリテーションとくに終末期緩和リハビリの第一人者でいらっしゃる安部先

生のご略歴を紹介したいところですが、ご来場のみなさまで安部先生のご高名を知

らない方はいらっしゃらないはずですし、安部先生は本日、仕事として当院に見学

来訪されましたので、そのご連絡をいただいた際、無理を承知のうえで講演してい

ただきたいとお願いしたところ快諾をいただき開催できることになりました。講演

の時間は質疑を含めて１時間しかとれませんので、さっそく「がん終末期における

リハビリテーションの役割と実際」と題したお話を聞かせていただこうと思います。
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安部先生、よろしくお願いいたします。 

 

〈スライド１〉 

安部です。加藤先生、ご紹介をあり

がとうございました。緩和ケアと在宅

ケアの分野で、かとう内科並木通り診

療所のチーム活動は全国でも草分け的

存在で傑出しており、また近年では、

私が専門とするリハビリテーションの

位置づけをとくに推進されているとの

ことで、一度ぜひ見学させていただき

たいと考えておりました。本日その機

会を得たのですが、加藤院長から、ついでにお話しせよとのことでしたので、喜ん

でお引き受けした次第です。 

スライドを 40 枚ほど用意しましたが、短時間ですから話しながら流していきます。

話の結論は、がん終末期の患者さんに対してもリハビリは大いにやってください、

心配はいりません、というものです。それでは…… 

 

〈スライド２〉 

まず最初に、医学的リハビリテーシ

ョンの基本的概念を検討しておきます。

スライド２に示した模式図は、日常生

活活動という身体的リハビリテーショ

ンの基本を向上させることが、患者さ

んの充実した人生の向上につながる、

すなわち、ADL（日常生活活動）が先

で QOL が後という前後関係、および、

ADL が向上すればそれにともなって

QOL も向上するという意味で両者は並

行関係にあるという、二重構造に基づいた「機能回復によるリハビリテーション・

モデル」です。 

ふだん患者さんに何も問題がないと判断できたなら、大いに機能回復リハビリを

やっていただきたい。多くの方からやってほしいとなれば、そのリハビリは良いこ

とであるとなるわけです。 
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この考え方は、ADL の向上が期待できる予後が月単位から週単位にかけては有効

で、それは、QOL も ADL の向上に従って向上すると考えられるからです。 

しかし、今日のお話は「がんの終末期でのリハビリ」ですので、これにはちょっ

と問題があります。病勢の進行により終末期が近づくにつれて ADL の低下は避けら

れません。機能回復リハビリでは ADL と QOL は並行関係ですので、ADE 低下に

ともなって QOL も低下します。したがって、予後が週単位から日単位となるにつれ、

リハビリテーションは意味を持たないことになります。 

 

〈スライド３〉 

スライド３は、淀川キリスト教病院

におられた吉岡先生の 1994 年の論文を

説明するための図で、がんの進行に伴

っての ADL の変化を示します。例えば、

ホスピスに入った入院患者さんで、そ

れまでの治療期にリハビリを全くして

いなかった人にリハビリをすると、バ

ーセルインデックス（Barthel Index）

という ADL 評価法によれば、移動機能

など一部では機能回復を示すと論文に

は記してあります。この論文、ホスピ

ス・緩和ケアの領域におけるリハビリ

テーションについて触れていて、機能

回復すると述べているのは、いまだに

この 1994 年の論文だけです。現在もあ

ちこちに引用されています。 

 

〈スライド４〉 

今日の話は、どちらかというとこの

先についてです。一所懸命努力しても

機能回復はない、いわゆる「プラト

ー」、「頭打ち」の状態になります。 

 

〈スライド５〉 

さらにこの先は、私もこの会場にい
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らっしゃるみなさんのどなたもすべて、人生が終わるわけです。人生が終わるとき

には ADL はゼロになりますので、ADL は必ずスライド３あるいは５のような台形

の経過をたどります。 

 

〈スライド６〉 

そうなってくると、先ほど示したよう

な機能回復リハビリの考え方のままでい

いのか、という問題が生じてきます。と

くに、がんが進行しているときのような、

機能回復が得られないことがわかり始め

てからのリハビリは、どうしたらいいの

か？ 

私の若いころは、ADL がプラトーに

なったらもう病院のリハビリ室でのリハビリはしない、病院でやるべきことはやっ

たのでご自宅にお引き取りください、という退院の理由付けにプラトーは使われて

いました。 

さきほど示しましたように、機能回復リハビリは ADL と QOL が並行関係にあり

ますので、ADL がプラトーになったら並行関係にある QOL も一定のままで、より

快適にはならないとされていたからです。 

ところが最近、この関係が少し見直されつつあります。どう見直されたかという

と、たしかに右肩上がりのような機能回復はないにしても、一所懸命に努力しての

ことだから、もしこの努力を止めてしまったらどうなるか。機能が低下してしまう

だろう。そして、低下した先に関する理解が、リハビり専門職と主治医や病棟看護

師とのあいだで少し違うのです。 

なぜ、どう違うのかというと、患者さんの機能が低下すると機能回復訓練室に来

なくなります。するとリハビリスタッフとしては、「なんか最近あの男性の患者さ

ん、お見えにならないねぇ」だけで終わるのがふつうです。でも、主治医の先生や

病棟の看護師さんは患者さんの最期まで面倒をみなければならないので、機能が低

下していった先になにが起こるかを知っています。代表的なものが褥瘡です。動け

なくなった患者さんがベッドの中で同じ姿勢をずっととっていると、褥瘡ができて

しまう。リハビリのスタッフは褥瘡を、「なんか痛そうでかわいそうだなぁ」「関

節拘縮で不自由なんだなぁ」というぐらいの理解です。 

ところが、主治医や病棟の看護師さんは、「えぇ？ 褥瘡!?」「皮膚に孔があいて

しまった？ 感染したらどうしよう」と重症感染症、敗血症を恐れます。その先に
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あるもの、みなさんもお分かりですね、敗血症性ショックで循環機能が止まってし

まい死亡するのです。つまり、機能低下した先の廃用症候群は死亡で終わるものが

ある、こういう理解を主治医や看護師はしているのに対して、リハビリ専門職はそ

の点に少し弱いのです。 

 

〈スライド７〉 

ADL の変化をあらためて見ますと、

ADL 向上の期間は QOL も向上する並

行関係にある期間ですが、やがて ADL

が一定水準となるプラトーの期間を迎

え、それから第３段階として、ADL が

低下する期間がやってきます。がん終

末期ではとくに ADL 低下は不可避で、

一方的に右肩下がりするだけです。 

吉岡論文についてすでに述べましたように、第３段階に至ってもキーワードとし

て ADL と QOL は変わりませんが、ともかく歴史的事実として第３段階では最終的

に ADL はゼロになる。ADL 低下の状況では QOL も必ず低下するという並行関係

にあるはずです。がん終末期で ADL がどんどん低下するのであれば QOL もどんど

ん低下して、リハビリではもうどうしようもできないはずで、当然にもリハビリは

撤退だというのが、これまでの機能回復リハビリの話でした。 

第２段階のプラトーの期間については、今は維持期リハビリとして見直されてお

り、機能が回復するか維持するのであれば、まだ続けたほうがいいとされています。 

しかし、ついに機能が下がる一方になったら、もうリハビリはだめだろう無駄だ

ろうとなって、機能回復リハビリは通用しない、つまり、がん終末期での機能回復

リハビリはもう止めだ、となってしまいます。それであっては、今日のお話もこれ

で終わり、わずか 10 分間もない話で解散、となってしまいます（笑）。 

では、何がどう違うのか？ 

機能回復リハビリの考え方のままではがん終末期リハビリには対応できないとい

うのですから、どう考え方を変えたらいいのか、とするのです。ADL の変化につい

ては変わりません、吉岡論文が説明したとおりですが、もう一方で、ADL がどんど

ん低下するときになってもリハビリはしたほうが良いという論文がいくつも出てい

ます。その一つ、吉岡論文の 10 年後の 2004 年、“Journal of Pain & Symptom 

Management”誌に R. Barrie らが寄稿したマッサージについての論文「Massage 

therapy for symptom control（症状コントロールとしてのマッサージ療法）」とい
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うのがあります。 

その内容は、RCT（Randomized Controlled Trial、ランダム化比較試験）の研究

でがん終末期にもリハビリしたほうが良いという結果が出た、というものです。た

だし、さきほども言ったように ADL は上がらない。ですからこの論文では、アウト

カムは ADL 評価ではなく、何を指標にしたかというと QOL 評価です。２つの群で、

マッサージをする・しないを比較すると、マッサージしてもらっている群のほうの

QOL が高いから、やはりリハビリしたほうが良いという結論です。 

吉岡論文は、ADL を BI（Barthel index、バーセルインデックス）で評価してス

コアが上がれば良い、とするものですが、がん終末期ではそれはありませんので、

ADL からでは評価できません。そうしたら、Barrie らは QOL を評価基準にもって

きて、QOL スコアが上がるから結果よし、というわけです。 

 

〈スライド８〉 

がん終末期の緩和リハビリは、この

Barrie らの QOL 評価の考えに基づい

て行います。私たちは 2002 年からやっ

ているのですが、まず先に QOL がある、

その QOL をなんとか上げようと考える。

でも、やはり事実として後には ADL が

下がってしまう。機能回復リハビリで

は、ADL と QOL は並行関係にありま

したが、緩和リハビリでは亣差関係にある。しかも、機能回復リハビリにおける

ADL と QOL の前後が入れ替わって、先に QOL 向上を考えて、後で ADL を考える

か、もしくは、ADL のことはもう考えない……なぜ考えないのか。 

「先生、ちっとも動きがよくならないじゃない」「そうかもしれない……少しで

も楽になれば……」とマッサージして「あぁ、よかった」と言われれば、我われリ

ハビリ専門職も患者さんもお互いハッピーなわけです。 

ところが、ADL が低下しても QOL 向上はあり得る、と言っているところがあり

ます。そこでは、QOL 向上を図る手段はリハビリだけではない、緩和ケアそのもの

だと言っているのです。どこで言われているのか……WHO の緩和ケアの定義に、

そう記されています。 

 

〈スライド９〜12〉 

WHO の 2002 年版「緩和ケアの定義」をお読みになっていない方がいらっしゃる
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かもしれないので、スライド９〜12 に

掲げておきます。原文のままですが、

一番大事なことが英文ですから、やは

り冒頭に記されています。 

 

〈スライド９・10 

WHO「緩和ケアの定義」2002 年版

の冒頭部分を日本語化しました。 

まず、「緩和ケアはアプローチ（手

段）です」としています、目的ではな

いのです。痛みをとることは手段であ

って、例えば、トイレに行きたいから

痛みをとる、食事をしたいからリハビ

リをする、大学に行きたいから入院治

療するというように、です。 

では、どういう手段があるのかとい

うと、次の関係節に記されているよう

に、「生命が脅かされるような病気に

関連した問題に直面している患者さん

とご家族の QOL を改善する手段」とあ

り、決して QOL を「維持する」として

はいません。 improve という動詞は

「良くする」という意味です。やはり、

機能回復リハビリとはまったく発想が

異なっています。 

もう少し細かくいうと through 以下

に、辛さなど苦しむような問題につい

て、辛さの緩和と予防の観点から、早

めに問題があることを確認し妥当な評

価をして、治療することにより改善し

ていくための手段だと言っています。 

とても大事なことがらですね。 

例えば、健康な女性が生理痛で困っ

ていて痛み止めを服用したらとても楽
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になりましたというようなペインコントロールは、この文脈における緩和ケアでは

ありません。なぜか……死に直面しているわけではない、生命が脅かされるような

病気から生じる問題ではない、からですね。ところが最近やたらに、「緩和ケアは

症状コントロールのことだ」とされることがあって、ほとんどペインクリニックと

同じような理解をされていることがあります。これは間違いなのです。ここで人生

が終わるかもしれないという状況にある患者さんとご家族の問題についてのことで

あって、単なる痛みについてのアプローチは緩和ケアではない、のです。 

 

〈スライド 11・12〉 

WHO「緩和ケアの定義」にはそのあ

ともいろいろ記されていますので、あ

とでご覧になっておいてください。少

し先に進ませていただきます。 

 

〈スライド 13・14〉 

なお、EAPC と略して呼ばれるヨー

ロッパ緩和ケア学会でも、緩和ケアに

ついて WHO と同じように定義してい

ます。 

 

〈スライド 15〉 

では、どうやって QOL 向上を図った

らいいのでしょうか。実はとてもシン

プルで、「患者さんの希望をできるだ

け実現すればいい」のです。 

通常の医療では、患者さんの主訴、

コンプレイン（complaint）といわれる

もの、例えば、お腹が痛いとか、息が

苦しいとか、足が腫れているとかの困

ったことを、「先生なんとかしてくだ

さい」と言われたことについて、「解

決しましょう、お薬を飲みなさい、手

術しましょう」と、医学的方法によっ

て困りごとを解決するのが通常の医療
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です。 

ところが緩和ケアでは、がんが進行して、死に向かって ADL が低下している状況

ですから、「肺がんを治してくれ」「乳がんを治してほしい」と言われてもそれは

できない相談です。「それはちょっと……勘弁してほしい」と医師が応じたら、患

者さんもそれはわかっているでしょう。で、次に患者さんはどう言ってくるでしょ

うか。 

「じゃあ、せめてベッドから立ち上がってトイレに歩いて行けるようになりたい」

と言われるかもしれません、ご希望の実現に努力するのですね。「あぁそれなら、

ベッドの高さをちょっと高めにして、歩行器を利用して、あそこにポータブルトイ

レをおけば、きっとできますよ」と応じることもできます。患者さんの希望のうち、

肺がんは治らないけれど、トイレに歩いて行くほうの希望は実現できますよ、と応

じることはできます。 

 

〈スライド 16〉 

つまり患者さんにとって QOL とは、

客観的な病気の機能障害つまり病状を

どうするかの問題よりも、自分が期待

していることを実現できるかできない

のかのギャップのほうが、より大きな

問題だということです。 

これは、先ほど紹介した EAPC の、

2009 年度報告書（ホワイトペーパー）に載っていることがらで、さらに、この扱い

は非常に重要だと記してあります。 

 

〈スライド 17〉 

では、QOL を把握するにはどうした

らいいのでしょうか。ここらへんから、

技術的に難しい話になってきます。 

QOL は客観的に把握できるものであ

りませんね、つまり、体温は温度計で、

脈拍は心拍計でというような、バイタ

ルサインのように測定・検査できるも

のではありません。ではどうするのか

……医療者が耳をかたむける、患者さんの言うことを傾聴する以外にありません。 
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「先生、ちょっとトイレまで行ってみたいんだけど……」「えぇっ？ でもあな

たは肺がんで脊椎転移していて、全く立ち上がれないから歩けるわけないじゃない」 

こういう患者さんを、いったいどうやってトイレまで行かせることができるので

しょうか。 

全く立ち上がれなくても、座位がとれる患者さんであれば、そのままトランスフ

ァーボードで車イスに乗り、身障トイレに行って、また帰ってきて元に戻ることは

できます。というように、我われが持っているリハビリ技術を患者さんのご希望に

そって知恵をしぼり組み合わせて、そういう手段を創れるかどうか、というところ

がポイントになります。 

しかも患者さんはたいてい、自ら話してくれることはありません。希望って、だ

れでもそうでしょうが、そう簡単には話せないものです。思いもかけないがんにな

って、病院に行ったらもう治らないと言われ、でも可能性があるからと化学療法し

たら七転八倒して、そんな辛い目にあってきたら、もう希望なんてないんじゃない

でしょうか。「先生、希望なんてそんなもん、ありません！」と言われるのがせい

ぜいです。それじゃあ、QOL を上げることもできません。となって、我われも困っ

てしまいます。 

それなら、どうしたらいいのか……先ほどもあったように、質問のしかたを変え

ればいい。「あなたのご希望はなんですか？」と直裁に尋ねるのではなく、「この

先生になら自分の希望をちょっと出してみようか、もしかしたら努力してくれるか

も」という雰囲気にどうやって持って行くかの問題になります。 

それから、患者さんが何も応えてくれない場合もあります、どうしたらいいでし

ょう？ 

もう最末期であと数日で亡くなってしまうかもしれないという頃になってから突

然行っても、話ができるはずはありません。 

もうちょっと元気なうち、少なくとも話ができるうち、つまり患者さんが自ら話

せて、その話に私たちが傾聴することができる時期から、リハビリ専門職はベッド

サイドに行くようにすることです。いかに早く、リハビリという関わりの始まりを

持つか、は一つの手段なのです。 

みなさん、シーンとしてしまってますね（笑）、もうちょっと気楽に聞いてくだ

さい（笑）。 

何を言いたいかというと、技術の問題ではない、「関わり」の問題だということ。

関わりですから、医師には医師の関わりを持っているし、病棟の看護師も持ってい

る、ソーシャルワーカーも持っています。我われリハビリ専門職も理学療法士・作

業療法士としてそれぞれの技術を応用した関わりを持てばいいのです。 
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その関わりの中で、患者さんに「リハビリって、もしかしたら自分の希望の実現

に役立つかも」と思わせることができたら、ちょっと話が進むようになります。 

「先生、お腹がこんなに膨らんでしまってるんだけど、歩ける？」「えー、ちょ

っと支えがないとグラグラするだろうから、歩行車にすがって歩いてみる？」そし

たら、まっすぐ歩けた。 

「先生、階段を上がることできる？」「歩行車は階段を上がれないけど、歩ける

んだから、ちょっとならまあいいか」…… 

関わりの最初、出会うときは、まず自己紹介から始めます。リハビリをやったこ

とのない患者さんに自己紹介すると、ほとんどの方が「リハビリ？ もういいです」

と言われます。「もういい」と言われて、さてどうするか、そのことについてこれ

からお話しします。 

機能回復リハビリですと、ふつうは「反復と継続法」で、何回か行っているうち

に患者さんは胸襟を開いてくれ、リハビリの回数をこなしてから筋力が回復するの

で、次に立ち上がり、さらに歩いてみようかな、というふうに日々積み重ねるプロ

セスになります。こうした時間をかけたアプローチになりますが、がん終末期の場

合にはその時間がとれません、残り時間が少ないから機能回復リハビリは有効性が

ない、不可能なのです。 

 

〈スライド 18〜20〉 

私が経験したがん終末期のある患者

さんは最初はリハビリに拒否的な反応

を示しました。この患者さんにどうい

うアプローチをして QOL 向上を図った

かをお示しします。 

その方は 40 歳代の女性で乳がん多発

骨転移でした。主治医の先生の紹介で

私が病室へ伺って、「リハビリしてみ

ませんか？」とお誘いしました。 

「リハビリって、汗かいたりして大

変なんでしょ？ 今さら、そんな重労

働なんてできません！」 

そういう応対のしかたをされたリハ

ビリ専門職の人、多いと思います。そ

れに対して私はそのとき何と答えたか
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というと、「いや、もうリハビリは始

まっていますよ」と言いました。する

と患者さん、びっくりして、  

「えっ!?」 

会話がまだ始まったばかりなのに、

びっくりさせてしまった。そこで、

「お話しするには声を出しますよね

ぇ？」と説明にうつります。 

「ええ」 

「声を出すには、普段よりもたくさん息を吸います」と続けました。 

「はぁ……」 

さらに、「声を出すには普段よりも、たくさん息を吸いますよね？」と続ける。 

「はぃ……」 

そして決めることば、「普段よりも、たくさん息を吸ったり吐いたりすることを

呼吸リハビリというんです」。 

「ふぅーん……」 

「ですから、お話しすることもリハビリなんです」 

「あぁ……そぅ……」 

「これって重労働ですか？」 

「いえ……」 

「このくらいのことならできると思いませんか？」とたたみかけると、患者さん

は話せているのですから、さすがにできないとは言えません。 

「ええ……」 

「じゃ、また明日、お話を伺いにまいりますね」 

このくらい粘れないと、終末期の患者さんから希望は拾い出せません。がん治療

に辟易していて人生を諦めかけている終末期の患者さんです、そのくらいの粘りで

コミュニケーションしないと、リハビリに対する希望なんて出てきません。この方、

女性の患者さんでしたから、まだいくらかしゃべってくれるほうでした。 

男性の患者さんの中にはぜんぜん口を開かないような方もいました。「話すこと

なんかないよ。早く帰れ、出てってくれよ」と言われたことさえありました。たし

かにその方、50 年間会社勤めで、趣味はなく、定年になったと思ったらがんになっ

てしまったというのですから、とっかかりにできるものがなかなか見つからないわ

けです。新人のリハビリ専門職なら、たいてい諦めて退室してしまう。私は諦めま

せん。どういう話をするのか……持ち出すと必ず乗ってくるネタがあるのです。 
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「どこでお生まれになったんですか？」 

「どんな勉強をされたんですか？」 

「お仕事はどんなことだったんですか？」…… 

つまり、その人の人生を聞いていくのです。生まれてから今日に至るまで人生の

ない人はいないでしょ？ 上手に尋ねれば、たいていの人は自分の人生を語ってく

れます。でも、「会社員 50 年のオレの人生を聞いたって、面白いかぁ？」と応じて

くるかもしれません。ここまで来たら大チャンスです。 

「面白いです、ぜひ聞かせてください」 

「そうか、じゃあ話してやってもいいぞ」 

その話すことがだんだんとスムースになっていき、その延長線上に、希望を聞き

出せるチャンスが必ずやってきます。こういうアプローチのしかたをやっていかな

いといけません。 

 

〈スライド 21〉 

スライド 21 は、2003 年にセントク

リストファーズホスピスを研修で訪問

したときの私にとって大切な写真です。

むかって左が私で、いい男、どうでも

いい男ですが（笑）、みなさん、右は

どなたかお分かりですね？  身長

179cm で掌は私よりはるかに大きい、

1.5 倍ぐらいありました。親しい人たち

はシシリーと呼びかけていましたが、かのデーム・シシリー・ソンダース先生です。

デームというのは、男性でいうとサーにあたる、女性の勲爵位をあらわす英国の尊

称です。初対面でこんなツーショットにおさまっていただけるなんて、極めてめず

らしいそうです、そんな自慢話はともかくとして…… 

 

〈スライド 22〉 

ソンダース先生は、がん終末期の患

者さんにいちばん多い訴えは「ペイン

（pain）」である、と言われました。

「ペイン」を日本語では「痛み」とい

うことがありますが、これは全く間違

いというのではありませんが、ほぼ間
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違いです。「ペイン」には「苦しい」という意味があり、呼吸困難もペインなので

す。日本語で「生活が苦しい」というのは、英語では painful life ともいいます。で

すから、英語のペインの、日本語でいちばん近いのは「苦痛」です。日本医学用語

辞典をみても、トータルペインは４つの側面を持つ「全人的苦痛」と出ています。 

ソンダース先生はペインについて、非常に複雑な成り立ちをしているのでいろい

ろな方向からご覧なさい、と言われたのです。いろいろな方向とは、いまは４つに

まとめられて、身体的、精神的、社会的、スピリチュアルの４つの側面とされてい

ます。これが、ペインにいろいろな職種が関わることになっている理由ですね。ト

ータルペインには、医師も看護師もソーシャルワーカーもリハビリ専門職もみんな

出てきて関わりなさい、というわけです。 

考えてみれば、ソンダース先生はもともとは薬物療法の大家でした。もしペイン

が痛みだとして、痛みが薬物だけで抑えられるのだったら、多職種がきてペインに

関わりなさいなんて言わないはずです。なぜそんなことを言ったのか……いろいろ

な職種が関わることにより、患者さんもご家族も不安が低減したり解消すると、薬

物の投与量を減らしても患者さんは痛みを訴えない、ということにソンダース先生

は 1970 年代に気が付かれて論文にしたのです。 

 

〈スライド 23〉 

では、なぜ患者さんは動けなくなっ

てしまうのでしょうか。 

いろいろな理由があり、一般的には

痛みが１番の理由だと思われているよ

うですが、私の経験ではそれは２番目。

リハビリテーションの目から見ていち

ばん多いのは「易疲労性（いひろうせ

い）」、患者さんはとても疲れやすい

のです。 

逆にいうと、ワンショットの動作はできるのです。ベッドから３ｍ離れたトイレ

には、たいていのがん患者さんはぎりぎり歩いていきます。これがあるために、が

ん患者さんには身体障害者手帳がなかなか発給されません。 

「立てますかぁ？……立てませんね」、「歩けますか？……歩けませんね」で身

障者として認定されるのですが、がん患者さんの場合は、「立てますかぁ？……あ

っ、立てますね」、「歩けますか？……おっ、歩けますね」ということが多く、

「これじゃあ身障者手帳はあげられませんわ」となってしまうのです。 



 
平成 27（2015）年 9月 1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 特別講演会 

 

── 15 ── 

しかし、歩けても３ｍ位がぎりぎりで、病棟一周 30ｍなどは「先生、もうとても

無理……」でギブアップ。病院前の 300ｍ離れたコンビニまで買い物に、なんてと

ても歩けるもんじゃないのです。ということは、実際には身障者手帳２級の人とほ

とんど変わりません。 

こういう状況なので、がんの患者さんはとても損をしている、と言えなくもない

のです。 

 

〈スライド 24〉 

そこで、「長くは歩けない」と訴え

ていたがん患者さんが、リハビリによ

って希望する場所へ歩いていけるよう

にした症例を紹介します。 

その方は 70 歳代の男性で、肺癌と多

発骨転移がありました。ご希望は何か

というと、外泊して自宅の庭を歩いて

みたいというものでした。 

なぜ、そんなにお庭を歩きたいのかと探ってみたら、趣味がバラの栽培で、庭だ

けで 50 坪あるとのことです。私の住んでいる千葉市では、戸建て住宅の平均敷地が

50 坪ですから、それがまるごと庭なんですね、その庭いっぱいにバラを植えて育て

てきた、それを見に行きたいのです。 

それで理由はわかりました、じゃあ何が問題かというと、安静時の痛みはよくコ

ントロールされていたものの、独歩では２〜３m しか進めない。両脚大腻骨にメタ

があるので、２〜３m 行くと「イテー！」で立ち止まらざるを得ないのです。奥さ

まに「庭のなかの歩く距離はどの位ですか」と尋ねると、「まあ、行って帰って 30

ｍ位」だそうです。２〜３m がやっとなのに 30ｍ！ 

 

〈スライド 25〜28〉 

その患者さんの歩行器歩行（リハビ

リ）の様子がスライド 25〜28 です。 

ふだん患者さんはたいていベッドか

ら立ち上がってもらいますが、この患

者さんには車イスから立ち上がること

にしてもらいました。なぜなのか…… 

これからのお話は、体動時痛のコン
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トロールについてになっていきますが、

体動時痛コントロールでいちばん難し

いのは、まず「動き出し」に痛みが出

たらダメ、という点です。なぜか……

そのまま動き続けると痛みも大きくな

っていき、途中で止まってしまうから

です。 

あとでまた触れますが、「痛い！」

と言われたら痛みはあるのですから、

「痛い！」と言われないような道具を

設えていくのです。独歩すれば痛いの

はわかっていますから、ここではキャ

スター付き歩行器を用意しました。コ

ンパクトな歩行車でもかまいません。 

次に、車イスから立ち上がっていた

だきました。そのときにはベッドと違

って、両手で車イスの肘掛けを押して

立ち上がってもらい、次に歩行器に両

手ですがってもらい、歩き始めてもら

います。片足を前に出しているとき、

両手ともう片足で体を支えていますか

ら、独歩に比べて片足にかかる体重は

３分の１になります。こうして体重を

分散させ、なるべく痛みが出ないよう

にします。 

そして、スライド 27 のように、病棟

の廊下をずうっと歩いていってもらい

ました。この写真で、斜め後ろに立っているのは私の助手です。助手には私から指

示を２つ出していました、それについては後ほど説明します。 

さて、患者さんはスライド 28 のように、歩行器を使ってここまで歩いてきてしま

いました。その距離は、スライド 26 の床の銀色のラインから約 35ｍです。それま

で独歩で歩けた２〜３ｍに比して 12 倍の距離で、時間にして約１分間です。 

この患者さんぐらいの背丈の成人男性が１分間に歩ける距離は、平均 70ｍとされ

ていますから、この方のスピードは健常者の２分の１。痛みを出さないためにはな
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るべく緩慢な動作をすることなのです。 

ところで、スライド 27・28 に写っている助手は何をしているでしょうか。さきほ

ど、指示を２つ出してあると言いましたが、スライド 28 の場面で１つは守られてい

ます。それは、患者さんはどこかで必ず立ち止まるから、そのままの方向で立たせ

ておくように、というものです。つまり、Ｕターンしたり振り向かせないように、

という指示です。 

なぜＵターンや振り向きはいけないのか？ それは大腻骨も骨盤も脊柱もぜんぶ

捻る、ひねるからです。長管骨は上下のコンプレッションにはあまり痛みは出ませ

ん、でも、長管骨は捻りに対して非常に弱い、これは岡山大学の児玉俊夫先生によ

る整形外科教科書第 15 版の 157 ページに記されています。つまり、捻りは痛みが

出やすいのです。だから、Ｕターンしたり振り向いてほしくない、だから歩いてき

たそのままの方向で立たしておくように、と指示したわけです。 

さて、もう一つの指示は何だったかというと、実はスライド 27 のところです。理

学療法で歩行練習するときに、リハビリ専門職は患者さんに触れずに行かせます

か？ 通常は腰にベルトを巻いたりして手を添えたりしますね。スライド 27 では、

助手は患者さんにさわっていません。つまり、私の指示は「患者さんには触れない

ように」でした。 

助手はこの２つの指示を守っています。 

なぜ、さわらないようにせよ、なのか。リハビリ専門職の人にはわかりにくいか

もしれませんが、病棟でギャッジアップ式ベッドを使っている看護師さんなら理解

できるでしょう。どういうことか…… 

ギャッジアップベッドではふつう看護師さんがボタンを押しますね、ベッドが動

き出すと、「ウヮッ、痛え！」と言って怒る患者さんがいるのを、私は何度か見た

ことがあります。同じことをするのに、患者さんに説明してボタンを渡し、自分で

押させると、ググッとベッドの背が持ち上がっても痛いとは一言もいいません。つ

まり、他人にされることは痛みを感じやすく、自分でやるとあまり感じないのです。 

こういった配慮を最初からしておけば、歩行練習開始の初日から普段の 12 倍以上

の距離を歩けたということです。しかも、レスキュー（臨時投与）、介助なしです。

私は何をしていたかというと、この写真を撮ったあと、患者さんが立ち上がった車

イスを 35ｍ先まで大急ぎでもっていき、立ち止まっている患者さんのお尻のところ

にはめ込む役をしました。 

この患者さん、鈴木さんというのですが、「鈴木さん、歩行器から右手をはなし

て車イスの右の握りを持ってみて……」と声をかけます。でも、持てないのです、

手先が触れるだけ。なぜか、右膝をロックしていたからで、ちょっと高さがあり過
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ぎました。 

「じゃあ、右膝を緩めますよ。あっ、届いた届いた」 

「次、左も同じでいこうか、はい、左手をはなして、車イスの左の握りをしっか

りつかんで……」 

「じゃあ次、ゆっくり腰をおろそうか、ストンといっちゃだめですよ、ゆっくり

ゆっくり、そうそう１、２、３、４の５、はい」 

この間、ただの一言も「痛い」との声は発しませんでした。ということは、少な

くとも、痛いと言いたいほどの痛みは出ていないのです。これが、薬物療法が効い

ていて安静時痛が出ていない人に対する、体動のしかたです。 

だからといって、患者さん宅の庭にこの歩行器を持っていって歩いてもらおうと

いっても、実際には困ってしまいますよね。35ｍ歩いた先の庭の端でたたずんだま

まにさせておくわけにはいきません……Ｕターンしなければなりませんね。 

そこで、このあとの３日間、体を捻らないように、小刻みにステップを踏みなが

らＵターンする練習です。これに３日かかるのです。 

そして５日目、息子さんがワンボックスカーでやってきて、技師が同行して外泊

するための練習を２日やりました。もう技師も必要ないよとなった１週間目、患者

さんは家族に見守られて歩行器を使ってですがバラの庭に出て、私の指示を守りな

がら歩いて楽しんだそうです。 

リハビリテーションはこういう貢献ができるのです。肺がんそのものは治せませ

んが、患者さんが「自宅の庭を歩きたいんだ」という希望は、我われが協力するこ

とで実現してあげられるのです。ただしそれも、患者さんがまだ立って歩けるとき

じゃないとできない話で、もう座位もとれないというときになってはできない話で

はありますが。ですから、いかに早め早めに対応することが、患者さんのご希望を

叶えることにつながります。 

 

〈スライド 29〉 

以上、症例で紹介した体動時痛のリ

ハビリ的対応の原則を、スライド 29 に

まとめました。 

実はこの８つの原則のうち、一つだ

け、やや注意すべきものがあります、

おわかりですか……８番目の「As アイ

ソ メ ト リ ッ ク ・ ア プ ロ ー チ  as 

possoble!」です。 
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アイソメトリック、等尺性収縮というのは、筋の短縮はみられなくても張力発生

があるものなので、完全にこれを実施すると、例えば歩けないで止まったままにな

ってしまいます。だから、「as … as possible；可能なかぎり」と記しました。 

分割した動きはいいけれど、ゆっくりした動きでの筋収縮は疲れやすい、という

ことになります。元気な患者さんはいいとして、そうでない患者さんには、補助具

を使って「易疲労性」をカバーするようにしてあげないといけません。 

 

〈スライド 30〉 

以上のような、リハビリによる体動

時痛の緩和についての論文は、実際に

世界ではいろいろ出ています。とくに

ケース・コントロール・スタディが

2007 年に２本、2013 年に１本ある…

…日本ではまだ薬物療法だけです。 

海外と日本ではアプローチが違う、

といわれてしまってはそれまでですが、

英語の論文を読まないのでは話になりませんので、ぜひスライド 30 の３本ぐらいは

参考にしてください。 

 

〈スライド 31〉 

次に、体動時痛ではない安静時の疼

痛についての対策ですが、それは薬物

療法しかないのか、という問題につい

てです。私はもちろん薬物療法を否定

するものではなく、そういう立場はと

るつもりはありませんが、リハビリに

もそれなりの出番はあると言いたい。 

まず、安静時に痛みがあるために眠

れない、それを眠っていただく安眠確保と、動かないでいれば痛くないのでコミュ

ニケーションは十分に可能という精神活動の確保、この２つを合わせてレストペイ

ン（Rest Pain）というのですが、そのためには薬物療法が非常に有効で９割の効果

があるとされ、オピオイドの使用を考えてもいいでしょう。 

そうして疼痛対策ができたとなると、その延長線上として患者さんは動きたくな

ります。動いても痛くないようにと、オピオイド（モルヒネ）やレスキューを増量
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すればいいかというと、やはりそれは非常にこわいことがある。例えば、女性の患

者さんが歩行器を使ってトイレに行き、トイレに座ります。ある程度の時間、座っ

ていると体動がなくなり、そのときにオーバードウズ（過剰投与）状態になってい

て、立ち上がろうとしたときにふらついてしまう、そして転んでしまうことがあり

ます。ですから、本当はレスキューは出したくない、緩和の専門医も「本当はね…

…」と言っています。「本当は、って何ですか？」と問うと、「じゃあ、それ以外

の方法で何があるのか」と言われます。「リハビリがあります」と私は言っている

のですが、日本では緩和のオプティマイズド・スタディとしてリハビリは取り上げ

られていませんから、緩和の専門医の先生もリハビリのことをほとんど知らないも

同然なのです、日本では。 

 

〈スライド 32〉 

さきほど、QOL 向上にはコミュニケ

ーション・スキルがとても大事だと言

いましたが、痛みをコントロールする

にもコミュニケーションが大切です。 

これはリハビリ室でよく起こること

なのですが、患者さんはなかなか痛い

と言わない、なぜかというと、「だっ

て、○○先生、とても一所懸命やって

くれるから、痛いなんて言うのは申し訳なくて」と患者さんは我慢していることが

多々あるのです。 

終わりまで我慢しきれてそのまま帰ってしまう、そういう患者さんはそれでかま

いません、しかし、そうならない患者さんがいるのです、その問題とは何か…… 

 

〈スライド 33〉 

骨転移のあるがん患者さんの場合で

す。リハビリして動かすと骨折してし

まうことがあり、とても痛い。そうい

う事故の話はあちこちで聞かれます。 

 

〈スライド 34〉 

しかし例えば、初発症状が病的骨折

のような肺がん、多発性骨髄腫の症例
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がありますが、実はこれらは、例外で

す。がん全体の中では非常に少数なの

です。 

骨転移はとても痛い、たしかにそう

です、痛い骨転移がありますが、無痛

性の骨転移もあります。例えば、乳が

んや甲状腺がんでまだ骨転移がはっき

りしていない段階から、FDT PET/CT

で骨梁間を撮影すると無痛性の骨転移

が見つかるというケースが今たくさん出ているのです。 

なぜそんなことになるかというと、がん進展のメカニズムが分かれば、それを理

解できます。ふつう、胃がんや肺がんなどの内臓器がんはリンパ管の流れに沿って

転移するリンパ行性転移をしますが、骨転移は血行性転移によるものです。つまり、

原発巣から血流行にのってゆっくりしたところに流れ着きやすい、ということで内

臓器がんから血流行で最終的に流れ着きやすいところは、脊椎なのです。 

ですから、外傷性の脊椎損傷の患者さんは、物理的に弱い C5〜6 を中心とした頸

椎に多いのですが、がん患者さんの脊椎転移には胸・腰椎が多い。そこのほうが血

流が多いからです。物理的に弱いから起こるわけではありません。 

しかも、血行性の骨転移が起こってがん細胞が 10 個、100 個、1000 個と増えた

ところで、痛くも痒くもない、画像にも写りません。悪性腫瘍が直径１cm の大きさ

になって約 10 億個といわれますが、これでやっと画像に写ります。そのころに骨転

移は骨の中心部から外壁のほうに伸びてきて、骨膜に歪みをつくるので、患者さん

自身は痛みとして感じる場合があるわけです。患者さんは七転八倒している。しか

し、他人には患者さんのその痛みはわかりません。患者さんは耐えざるを得ない。

さらに我慢してその先にあるのは……骨が折れるのです。突然、折れるのではあり

ません。ただ、上述のようなケースは、いかに例外か、折れて初めて骨転移が分か

る場合がある、ということです。 

ですから私は、千葉県がんセンターにいたときはこの段階で止めてました。がん

センターに 14 年間いたのですが、その間に保険点数をとったリハビリテーションの

セッション数は３万 3000 回です。その中で骨折事故は……ゼロでした。がん患者さ

んのだれも骨折は起こしませんでした。 

これについてその昔、「それは、最初っからメタのない患者さんだけだったんじ

ゃないですか」と言われたことがありました。私のデータの 1500 例で、リハビリ依

頼時にメタがあるのがわかっていた患者さんは 23％いました。亡くなるのが近い最
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末期になると、メタのある割合は病理解剖の報告からみて 70％位になっていたと思

います。つまり、途中でどんどんメタが出てきているのに、折れていないのです。

なぜか、私はあまいから、ぎりぎりというところで止めてしまう（笑）……これな

んです、折れないリハビリはできるのです。 

というわけで、いま FDG-PET/CT 撮影で無痛性骨転移ありと判明した患者さん

については、BMAs（Bone Modifying Agents：骨修飾薬）という方法を用いて骨転

移による骨折を起こすことなく一生を全うできるようになってきています。 

骨折を起こしてしまった患者さんには外科手術なり整形外科手術を、骨転移の痛

みを訴える患者さんには放射線療法を、などと骨転移に対してはいろいろな治療の

可能性が生まれています。 

 

〈スライド 35〉 

なお、がん骨転移にもリハビリは有

効であるとの論文もちゃんとあります

ので、スライド 35 に掲げておきます。

1992 年の Cancer 誌に載った Bunting

らによる鎮痛剤とリハビリテーション

効果の関連を述べた論文、1996 年の

McKinley らによる論文などがあるほか、

決定的なものは 2001 年の Cancer 誌に

載った Bunting らによる次のような論文です。 

 

〈スライド 36〉 

Bunting 先生は、ニューヨークのス

ローン・ケタリングがんセンター病院

リハビリテーション科の医師ですが、 

2001 年の論文に、リハビリテーショ

ン中の骨折は少ないので、骨転移のあ

る患者さんにもどんどんリハビリをす

るべきだ、と記しました。なぜか…… 

まず、リハビリをしてもしなくても、

骨転移の進行は止められないこと。さきほどお話しした BMAs のような治療法を用

いない限り、やがて骨転移による骨折は起こるわけです。 

２つ目の理由、病的骨折の発生率は、Bunting 先生が手がけた１年間では 96 分の
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１だった。その１例とは、多発性骨髄腫瘍で化学療法をしていた患者さんで、あぶ

ないとわかっていたので注意はしていのにやはり転んでしまったという１例。そう

いう 96 分の１ですから１％位の割合でしかなく、リハビリは積極的にすべきだとい

っています。 

３つ目の理由として、リハビリをしないままでいると、動かないでいることによ

る廃用症候群になってその損失のほうがはるかに大きいから、というのです。 

さきほど褥瘡で亡くなる方もいることをお話ししましたが、廃用症候群は褥瘡だ

けではありませんね…… 

 

〈スライド 37〉 

スライド 37 は、ある患者さんがリハ

ビリ室に来て、トランスファーボード

を使ってある訓練台に移乗するところ

です。この写真の何に注意してもらい

たいのか…… 

理学療法士ならすぐにわかるはずで

すが、ふつうの人は例えば「これ、下

肢の筋力強化です、アイソメトリック・トレーニングがとてもいいと習いました」

というような反応が返ってきそうです。 

「教科書的には正しいと思うけれど、じゃあこの患者さん、なんでスライドボー

ドで移動しようとしているのかな？ 下肢の筋力強化が目的なら歩けるはずじゃな

い？」「いやー、そのぉ……」 

 

〈スライド 38〉 

患者さんが移乗したのは、このスラ

イド 38 の斜面台で、他動的立位をとる

ための器具です。写真のように、角度

45 度で２分間立ってもらいます。する

と、腸管の蠕動音が違ってきて、動き

出すのがわかります。 

つまり、立って歩ける人には腸管の

廃用症候群は起きませんが、車イス生

活やベッド上生活が長く続くと、腸管にも廃用症候群が起こります。ガスが貯まり

っぱなしになって、とても苦しい。この他動的立位をすると、腸管が動き出してガ
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スを出し排便を促します。 

この患者さんの場合、月火水木金と

やって改善をみることができました。 

 

〈スライド 39・40〉 

上述の患者さんを症例としてご紹介

したいのですが、時間が押しています

ので、先に進ませていただきます。ス

ライドを参考にしてください。 

 

〈スライド 41・42〉 

廃用症候群の代表的な 12 例と、他動

的立位によるリハビリ対策の一覧をス

ライド 41 に掲げました。とくに赤字で

記したものは、死にいたる病です。つ

まり、廃用症候群を予防することは、

患者さんの生命をまもることにほかな

りません。それがあまり認知されてい

ないのが残念です。 

最近、各地の自治体に行きますと、

廃用症候群にリハビリをしたところ、

保険請求をはねられてしまった、など

の話を聞かされます。言語道断で、患

者さんを死なしてしまうのかと言いた

いです。例えば、深部静脈血栓を起こ

したらすぐに肺塞栓症につながって、

数時間で死にいたってしまうでしょう。

これを予防しなければなりません。 

ところが、スライド 41 の一覧に空欄

の部分があります。これが問題で、こ

れらの廃用症候群には死にいたるまで

の時間が明らかではないのです。 

例えば、高齢者の死亡原因のトップ

は肺炎ですが、肺炎発症のメカニズム
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として、長期安静臥床から肺活量が低下し横隔膜が下がってしまうことによる沈下

性肺炎が多いことがわかっています。メカニズムは分かっているのですが、発生に

いたる時間がどのくらいなのか、何時間、何日あるいは何カ月なのかがまだわかっ

ていません。 

さらに、次のような問題もあります。 

 

〈スライド 43〉 

小さい字にせざるを得

ず、見にくくて申し訳な

いのですが、このスライ

ド 43 は廃用症候群の一

覧で、左側の項目は 1964

年に初めて報告されたと

きのヒルシュバーグの 11

種の症候です。右側は

1984 年に、スタンフォー

ド大学のボルツが報告し

た 27 種の症候です。20

年間で倍に増えています。

今はボルツの報告から 30 年以上たっていますから、さらにどのくらいに増えている

のでしょうか。腼胱にカテーテルを留置しているために腼胱括約筋が衰えてしまい、

自分で排尿できなくなったというような廃用症候群もある時代です。そういったこ

とを考えると、本当に増えているのだと思います。 

 

〈スライド 44〉 

さらに、がんの患者さんの場合で問

題なのは、がん悪液質と廃用症候群が

見た目にはすごく似ていることです。

痩せて骨と筋になってしまった患者さ

んが、どちらでそうなったのかは、な

かなか鑑別がつきません。しかし体の

中の内容、つまり代謝状態をみると真

逆なのです。 

例えば基礎代謝は、がん悪液質だと亢進しますから、微熱が出ます。ところが廃
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用症候群だと、これは飢餓状態と同じで、基礎代謝は下がり、体温が少し下がりま

す。 

タンパク分解については、がん悪液質では亢進します。なぜかというと、猛烈に

増殖したがん細胞が血中のブドウ糖を吸収し尽くし、次に脂肪を吸収し、最後には

骨格筋の ATP（アデノシン三リン酸）まで分解して使ってしまうからです。ですか

ら、筋力アップしたいといっても骨格筋が残っていませんから、がん悪液質の患者

さんに筋力アップのリハビリは無理なのです。でも廃用症候群なのであれば、栄養

を与えて運動を再開すれば、筋力低下は避けることができます。このように、がん

悪液質と廃用症候群へのリハビリ対応は、アプローチも真逆なのです。 

もう一つ、栄養療法に対する反応についても、がん悪液質では栄養を改善しよう

と IVH（中心静脈栄養）をやっても、改善することはありませんが、廃用症候群や

飢餓への IVH などによる栄養補給が有効なのは、言うまでもないでしょう。 

がんの患者さんの場合には、こういう問題があるということです。 

 

〈スライド 45〉 

いろいろ申し上げてきましたが、大

事なことは何かというと、人間が死に

ゆくときに、どういう疾患で亡くなる

のかによって活動性パターンが異なる、

ということです。 

スライド 45 に示しましたように、手

前の青色のカーブは寝たきり系の病気

の人の活動性パターンで、代表的な疾

患例としては脳血管障害、認知症、あるいは高齢者疾患です。比較的早くから生活

機能が低下してしまうパターンです。 

中央の茶色のカーブは動けない系の病気の人の活動性パターンで、例えば COPD

（慢性閉塞性肺疾患）、心疾患や腎不全といった疾患の人は、時間経過とともに活

動性が徐々に低下し死亡します。 

そして、奥の緑色のカーブが、がんの人のパターンです。がんの患者さんはかな

り生活機能を残していて、最後に急速に低下して死亡するので、PPK 系なのです。 

PPK っておわかりですね？……PPK を早口で７回繰り返すと分かります、PPK

…P ン P ン K オ……ピンピンコロリ（笑）。これは、岐阜県にある小笠原内科の小

笠原文雄先生が発明命名したものですが。 
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がんこそピンピンコロリであって、つ

まり、動けなくなったときはもう死が近

いということです。これはどういうこと

かというと、在宅療養に適している疾患

であって、しかも介護の手間は少なくて

すむ。ですから、がん患者さんには病院

から自宅に帰っていただいて、その分、

リハビリを受けていただくのがいいと思

います。 

＊ 

以上駆け足でしたが、今日のお話はこ

こで終わらせていただきます。あとスラ

イド 46〜48 に文献などを掲げておきま

した。本当は１日か２日かけてこれら文

献の内容をぜんぶ話さないと、がんのリ

ハビリについてお伝えすることにはなら

ないからです。今日の許された時間は短

かったので、これらのほんのダイジェ

スト版でお話しさせていただいた、と

いうことです。 

ご静聴どうもありがとうございまし

た。（拍手）   ■ 
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───質 疑─── 

 

 

司会（加藤） 安部先生、どうもありがとうございました。 

たしかに我われも経験しています、腰椎の圧迫骨折の人に私たちが手を添えると

「痛い」と言われたことがあります、他人が介入するからというわけですね。 

それから、折れないリハビリ、まさに臨床からの知見です。そのためには、一つ

は考え方そのものを変える、と同時に、リハビリの細かな技術を知る必要があると

思いますし、そのことを医師にきちっと伝えるために、リハ仕様をきっちり書いて

もらうことが必要だとも思いました。 

会場のみなさまにも、安部先生のお話に目から鱗という方、もっと教わりたいと

いう方が多いのではないかと思います。この機会ですから、残り時間は少ないので

すが、どうぞ質問・意見のある方は手を上げてください。 

 

会場Ｏ（病院作業療法士） お話を聞いて私が疑問に思っていたことがかなり解

消できそうで、ありがとうございました。一つ教えていただきたいのは、骨転移で

骨髄にできた転移巣が成長して骨膜に達して歪みを起こす、その直前に止めておけ

ば、骨折の心配は要らないとのことでした。これは実際に具体的には、どういうメ

ッセージがあるのか、あるいはどういうメッセージを受け取ることができるのでし

ょうか。 

 

安部 いい質問をありがとうございます。これは実はごく簡単です。さきほども

ちょっと申し上げましたように、患者さんはこの段階までは痛みなどの自覚があり

ません、これががんの難しさなのはもう言うまでもありませんが、原発巣があって、

血行性転移が中心部から周辺部へ及んでいき、骨膜に及んだときに初めて、「痛い」

と自覚できるのですから、「痛い」と患者さんに言ってもらえる関係をつくること

が大事です。 

その段階は、患者さんは最も鋭敏なんです。だけれども、画像に写る人は半数ぐ

らい。ほとんどの場合、画像に何も影がないのに「患者さんは痛いと言っている、

何でだろう？」とされているうちに、まもなく再撮影したら「あっ、ここにメタが

あったんだ」となるわけです。 

テクニックを一つお話ししますと、Ｏ先生が患者さんの体に触って「痛い！」と
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言われたとします。Ｏ先生なら何とお応えになりますか？……ある先生は「どんな

痛みですか、痺れますか、ジンジンしますか」と言うかもしれません、これは調査

に入ってしまうことになるのです。こういう場合、患者さんは次には「痛い」と言

わなくなります。なぜ言わなくなるのか、「この先生、痛いって言うのに、触るの

を止めない」からです。調査されて、「私、モルモットみたいにされて」と反応さ

れてしまいます。 

私ならどうするか、「痛い！」って言われたら、「すみません、下手なもんで」

と止めてしまいます。「ヤブ！」って怒られることもあるかもしれません（笑）。

でも怒るということは、患者さんは内心「この先生、怒れば、触らないんだ」「痛

いと言えば、止めてくれるんだ」などと思っているでしょう。だから、次にまた触

れているときに痛ければ「痛い」と言ってくれるのです。 

このように、すごく簡単なことなのですが、実際にはなかなかできません。痛み

の専門家ほど、調査に行ってしまう、まじめな先生ほどその傾向があるのです。あ

るいは、「下手！」って怒られるほうが、痛みがわかるのです。緩和ケアのエキス

パートの先生ほど、「痛い」と言われるトラブルをとても大事にしています。いか

に「痛い」と言ってもらえる関係は、画像よりもはるかに鋭敏なセンサーなのです。 

 

司会 ありがとうございました。「痛い」と言ってもらうこと、私にも目から鱗

です。私も、「痛い！」って言われたら、「どこ？」と応じるほうですから（笑）。 

それでは時間もなくなりましたので、ここで安部能成先生のご講演を終えたいと

思います。これを機会に、みなさまのチームに帰ったら、こういう講演を聞いてき

たとチームメンバーに伝えていただいて、コミュニケーションを一段としっかりと

るようになっていただければと思います。 

本日は安部先生、ご来場のみなさま、ありがとうございました。〔拍手〕 ■ 

 


