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かとう内科並木通り診療所ⓒ
第 129 回 多職種による緩和ケア連続学習講座 特別講演会

終末期のケアとリハビリテーション
安部能成	
 

ABE, Kazunari ⓒ

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

司会（加藤恒夫）	
  本日は「終末期のケアとリハビリテーション」と題して、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ご講演いただきます。
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、今回はその第129回の特別講演会です。	
 
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としてご高名な安部先生については、
すでにみなさまご存知かと思いますが、恒例によりご略歴を紹介させていただきます。	
 
安部能成先生は1984年に作業療法士国家資格を取得され、その後、信州大学や淑徳大学大学院で
研鑽を積まれました。1995年に千葉県がんセンター整形外科に奉職され、その後2009年、千葉県立
保健医療大学創立とともに異動されて現在に至っておられます。その間、2003年に英国留学、2014
年に千葉大学附属病院地域連携部在宅医療インテンシブケアコースを修了され、2016年に博士課程
を修了して広島大学より博士号を取得しておられます。	
 
学会活動としては多方面に関わっておられますが、現在では日本癌治療学会（緩和医療）代議員、
日本がんサポーティブケア学会評議員などをお務めです。また来年度には、千葉県で開催される第
24回日本臨床死生学会の副大会長をお務めの予定です。	
 
	
 
ご講演をいただく前に、安部先生より、ここにご参集いただいたみなさまの職種を知りたいとの
ことです。まず看護師の方、ちょっと手を上げてください……、理学療法士・作業療法士の方……、
介護職の方……、その他の方……、はい、ありがとうございました。	
 
それでは安部先生、よろしくお願いいたします。	
 
	
 
〈スライド１〉
千葉から参りました安部です。加藤先生、過分なご紹介をあり
がとうございました。	
 
本日のテーマは「終末期のケアとリハビリテーション」という
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ことです。みなさまの中には、終末期にリハビリテーションはあり得ないのではないか、とのイメ
ージをお持ちの方が多いかもしれませんが、必ずしもそうではありませんよ、ということを本日は
お話ししたいと思います。	
 
専門職向けに高度な話をするのではなく、みなさんに分かっていただけるような話、とくに介護
職や家族の方にもリハビリテーションの知識を持っていただけるように話したい。そうすれば、お
互いにもっと楽に、ハッピーになれるのではないかと思いますので、そういう、ちょっとやわらか
い話をさせていただくことになると思います。	
 
	
 
〈スライド２〉
初 め に ち ょ っ と ク イ ズ を 出 し ま す ————「 最 初 は ４ 本 、 次 は ２ 本 、
最後は３本足になるもの、なーんだ？」、小学生のなぞなぞみた
いで申し訳ないですが、これ、なんでしょう、お分かりですか？
……分かったという方、ちょっと手を上げてください……半分ぐ
らいですね。	
 
	
 
〈スライド３〉
答えは、「人間」！。生まれてからしばらくの赤ちゃんは４本
足とはいえませんが、やがて首がすわり、寝返りをうてるように
なると、人間は最初に四つ這いを始めますね。それから、座れる
ようになり、つかまり立ちをして、２本足で歩くようになる、こ
ういう順番です。「這えば立て、立てば歩めの親心」といいます
が、その通りで、さらには幼稚園時代になると、駆けっこしたり
走り回れるようになっていきます。	
 
スライド３の階段状の絵のうち、段階の２）と４）のところに説明が欠けていますが、ここには
何がくるか、お分かりですか？	
  さっき言いましたように、２）は「つかまり立ち」です。これは
非常に重要な動作で、これができないと、次の３）「伝い歩き」ができるようにはなりません。伝
い歩きができるようになると、その後すぐに走れるようになるのではなく、まず「歩けるようにな
る」という段階４）がきます。歩くには実は、静的歩行と動的歩行の２種類があります。静的歩行
とはつまりロボットの歩き方で、ゆっくりしているけれども、どこで止まっても倒れない。それに
対して動的歩行は早くて能率はいいのですが、途中で止められないし転びやすい、という特徴があ
ります。	
 
ところが段階５）の駆けっこ、走行になると、歩行とはレベルが異なり、一歩一歩がジャンプな
のですね、非常に高度な動作です。	
 
	
 
〈スライド４〉
さてそこで、終末期ケアでは何が違ってくるのでしょうか？	
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〈スライド５〉
人間は「這えば立て、立てば歩めの親心」の順番で、歩けるよ
うになり、走れるようになっていきますが、そういう人が、だん
だん「歩けなく」なっていき、座るのも覚束なくなり、最後はま
ったく動けなくなる……人間は結局、こういうコースをたどらざ
るを得ないのですね。	
 
終末期でも、「リハビリテーションが参加したのでADLが上がり
ますよ」という医師がときどきおられますが、それは困った話で、リハビリは必ずしもADLを改善す
るわけではありません。	
 
なぜなら、がん治療の専門医が外科手術をし、フォローの治療やケアを一所懸命やっても治らな
いケースに、もしリハビリテーションしてADLが維持できるなら、リハビリテーションは「がん」と
いう病を制御できるということになってしまいますから。そういうデータは今のところ、どこにも
ありません。ですからリハビリが参加したからといって、がんが治るわけではありません。	
 
話をもとに戻します。年齢を重ねたり、がんの終末期を迎えて、人間だんだん歩けなくなってい
くとき、歩けるようになっていくのと同じ段階を戻っていく、つまり通常の人間発達の逆コースを
たどるのかというと、ちょっと違います。独歩で歩けた人がやがて杖をつくようになる、つまり３
本足になります。その段階が覚束なくなると、伝い歩きになって、手すりがあればなんとか歩ける
くらいになる。見ていても非常に危なっかしい状態ですね。そして、ついには這い這いになる、と
いうのかというと、ちょっと違うのです。どう違うのか……	
 
スライド５の段階５）杖を使う３本足歩行のあと、段階４）として歩行器を使うようになるのが
一般的です。赤ちゃんにも歩行器はありますが、それも含めて、平らな所なら歩行器を使って歩け
ます。つまり上下動に弱くなってくるのです。手すりと杖１本あれば階段昇降をなんとかできます
が、歩行器では平らな所しか歩けません。その後、段階３）では、手すりがあれば伝い歩きはでき
るようになります。そして段階２）、これは車いすを使って移動するようになるレベルです。さら
には、段階１）の「這いつくばって」移動するようになる、と思われるかもしれませんが、実はリ
ハビリテーションにおいては、この「四つ這い移動」という動作は非常に難しいものと考えられて
います。実際、やって頂こうとしても、簡単にできるものではありません。	
 
このように、人間は歩行について、通常の発達段階の逆の段階をたどって終末期を迎えるのでは
ないということ、その理解が必要です。	
 
では、終末期ケアにおけるリハビリテーションの役割とは、何なのでしょうか？	
 	
 
	
 
〈スライド６〉
歩行でいいますと、大手を振って歩けていた人がだんだんできなくなる、あるいは、朝起きてす
ぐに歩き出すような、ごくごく当たり前にできていたことができ
なくなる、しかも、それがだんだんできなくなるものですから、
非常に悔しく、歯がゆかったり、つまらなかったりの、喪失体験
の連続なのです。なんとか取り戻したいと思っても、原因である
がんが進展しますと、それはとてもできません。そういう歯がゆ
さもあります。	
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ですから、我われリハビリテーションをする側はどうやって患者さんにアプローチするかといい
ますと、がんそのものをコントロールすることは難しいので、何か患者さんがやりたいことを支え
る。たとえば、自力でトイレに行きたいとか、庭の樹を見に行きたいとか、ちょっとサクラの花見
をしたいとか、そういうリクエストにはお応えできるかもしれません。	
 
ある女性の患者さんからは、「先生、お隣のうちに回覧を持っていきたいんですが」と言われま
した。「そうですか、お隣りさんの家まで何ｍぐらいあるんですか？」「30ｍぐらい」。その方、
病棟では手すりを使っても５ｍしか歩けないのです。あと25ｍもどうやって歩いたらいいんでしょ
うか。ちょっと難しい……「車いすを使うのは、病人くさくていやだ」と言う。手すりを隣の家ま
でつけるわけにもいきません。じゃあ、杖を使うのはどうだろうかと提案して、２週間ぐらいリハ
ビリテーションの訓練をして30ｍは歩けるようになりました。	
 
ところが、杖を使いますと、物を持てないのですね。「回覧板をどうしましょうか？」「ひもを
つけて肩にかけて行くのはどうですか？」「なるほど、この手ですか！」となって、この患者さん
は、乳がん末期は治らなかったのですが、「お隣に回覧を持っていきたい」という患者さんのリク
エストには、リハビリテーションでお応えできました。	
 
終末期のリハビリテーションというのは、そういう感じのものなのです。	
 
	
 
〈スライド７〉
がんの進行とともに、体の問題はだんだん悪くなっていく。それ
を持ち直させることはリハビリテーションにはできないのですが、
患者さんのご希望の一部を、リハビリテーションの知識と技術を使
って実現することはできます。つまり終末期のリハビリテーション
は、体の不自由さに対してはある程度しかできないけれど、心の自
由さに対してはそれなりに貢献ができて、患者さんの心の自由を保
ってあげるようにすることはできる、というものではないか。私はそんなアプローチをさせていた
だいております。	
 
	
 
〈スライド８〉
終末期のリハビリテーションが実際にどんな目標で施術されたか
について、私が2007年に統計をとってみたことがあります。その当
時、私は千葉県がんセンターの整形外科におりました。リハビリテ
ーションしてほしいという患者さんには、最初に「何を目標にして
やったらいいですか？」と尋ねてから始めたのです。概略半数の方
が「移動したい、歩きたい」とのご希望でした。	
 
	
 
〈スライド９〉
なぜ「移動したい、歩きたい」を第一に希望するのでしょうか。
日本人に多いがんは肺がん、乳がんなどですが、がんが進行して全
身に広がる、つまり、転移するとき、転移先としては骨が多い。つ
まり、骨転移なのです。その場所も多くは、がんが発生した場所で
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ある原発巣に近い骨、つまり背骨への骨転移が多いです。背骨に転移したがんが大きくなりますと、
背骨の中を通っている神経を圧迫し、体のあちこちに麻痺が起きます。そうなると、ぎりぎり立ち
上がることはできても、足を一歩も出せない、仁王立ちとなるのがふつうです。それで車いす移動
せざるを得なくなるので、なんとか自分の足で移動したい、歩きたいという希望になります。	
 
なぜ歩きたいのか？	
  ある家族は「がんがどの段階にあるのかがわかる」と思うから、とのこと
でした。それくらい、自力移動、歩くことは大切なんですね。	
 
	
 
〈スライド 10〉
患者さん自身は、なぜ歩きたいのでしょうか？	
 
一番多い理由は「自力でトイレに行きたいから」です。トイレに行くのには車いすでもいいので
すが、「連れて行ってもらうのは忍びない」というのが患者さん
のイメージなのですね、人間の尊厳の根源です。ですからリハビ
リテーションはまず、歩けるようになるのを手伝うことから始ま
ります。	
 
しかし、がんが進行し、やがて食べられなくなっていきますが、
そうであっても生きていればトイレに行くのは「生きている証」
です。逆にもし、お小水が出なくなったら大変なことは、みなさ
んには言うまでもありませんね。	
 
お小水が出るか出ないか、そういう生命兆候をバイタルサイン（vital	
 signs）といいますが、実
は「歩けること」もその一つです。逆にいうと、「先生、歩けなくなったので、たぶん死にます」
と言った患者さんを私は何人もみてきました。尿や便、呼吸状態、心拍、血圧、体温、意識状態な
どは医学的なバイタルサインであり、歩けるかどうかは医学的な問題ではないかもしれないけれど
も、生命兆候としてはなんら変わりはない、という意識が必要です。	
 
多田富雄（ただ・とみお：1934-2010）先生という免疫学で高名な科学者がいらっしゃいました。
多田先生は茨城県のお生まれで千葉大学医学部のご出身であり、東京大学医学部で長く教授をお務
めになりました。2001年、金沢での学会のときに脳血管障害で倒れ、麻痺が残って歩けなくなりま
した。数年間のリハビリテーションを経てどうにか歩けるようになられたのですが、「歩けるとい
うことは人としての尊厳」「歩けるようにするのは人権問題」などとおっしゃられた。歩けるよう
になったといってもやっと数メートルで、それも３つ目の病院にかかってとのこと。それ以上の距
離は車いすでした。	
 
	
 
〈スライド 11〉
では、トイレに行きたいならポータブルトイレがある、それをベ
ッド脇に置けば問題解決、という声がよく実習学生などからは聞か
れます。でも、このポータブルトイレ、ほとんどの患者さんが嫌が
ります。なぜでしょうか？	
 
ベッドの脇にポータブルトイレを置く、その利点と欠点を挙げて
みましょう。	
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〈スライド 12〉	
 
ポータブルトイレの利点はもう言うまでもないですね、ベッド
の脇に置けるので歩く距離も短くてすみます。歩かずに移乗する
こともできます。	
 
では欠点は？……患者さんの立場で考えてみてください、患者
さんがよくおっしゃるのはまず、「先生、やっているときの音が
聞こえちゃう！」です。とくに大部屋などにいる患者さんには、自分に聞こえてしまうのだから隣
のベッドの人に聞こえないわけがない、聞かれたくないわけです。日本人はトイレに入るとドアを
閉めて水を流しますが、あれは音が漏れるのを嫌うからとされていますね。	
 
欠点の２つ目、「用をたしたあと臭っちゃう」。臭いがみんなに行ってしまうのが嫌だと言いま
す。	
 
３つ目、後始末をしなければならない、それも自分にはできないので誰かに依頼しなければなら
ない、それがものすごく煩わしいと言います。	
 
だからポータブルトイレは嫌で、どうしても自力でトイレへ行きたいと患者さんは言います。そ
れが当事者である患者さんの実感で、実習学生の思うこととは違っています。そういう点に私たち
は気がつかないといけません。	
 
	
 
〈スライド 13〉
では、自由に歩けなくなっている患者さんが歩き出そうという
前に考えることには、どんなことがあるでしょうか？	
 
	
 
〈スライド 14〉
まず、「立ち上がれるかどうかな」と思うはずで、これが最大の難関なのです。さきほど赤ちゃ
んの話をしましたが、赤ちゃんはまず寝返りをうつようになり、
次に這い這いして、やがて座るようになりますが、それも最初の
頃は座らせようとしても倒れます。何度も倒れながらだんだんバ
ランスがよくなり、きっちり座れるようになる。それから、つか
まり立ちしようとするようになる、という順番を経て歩けるよう
になります。	
 
患者さんが歩き出すまでの場合も、ほぼ同様に考えてください。
まずベッドから身を起こしてもらい、「立ち上がれますか？」と声かけします。２本足で立つとい
うことさえ、非常に難しくなっているので、歩き出すまでにこんなこともあんなこともしなければ、
と患者さんは考えてしまうのです。	
 
	
 
〈スライド 15〉
そこで、立ち上がり方で工夫します。	
 
その時たいていは、まずベッドを高めにしようとなります。み
なさんもお分かりのように、畳の床から立ち上がるのは大変です
し、低いソファから立つのもなかなか大変なときがあります。も
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ちろん、ベッドの高さがどのくらいなら良いかは、患者さんによっても違いますが、一般的にいえ
ば、ある程度高いほうが楽に立ち上がれるようになります。その際、絶対的な高さよりも、立ち上
がろうとする人の膝や腰の角度が直角程度になる高さが、ひとつの目安です。	
 
それは正しい考え方の一つではあるのですが、ベッドに長い間、横になっている患者さんの場合
によく問題になるのが、腰痛です。いったんベッドに座ってから立ち上がろうとすると、腰の曲げ
伸ばしがはいるので、「アッ痛たた……」と言って立ち上がれなくなるケースが多々ある。ですか
ら、この患者さんの腰の曲げ伸ばしははたして大丈夫なのか、と注意する必要があります。電動ベ
ッドを使用しているなら、ギャッジアップで体を起こせますから、そこから立ち上がり動作を始め
ることができます。	
 
	
 
〈スライド 16〉
それでは、床の布団からの立ち上がりは無理なのかというと、そうでもありません。布団の上で
いったん片膝立ちになって、それから立ち上がるという工夫があ
ります。片膝立ちするには、布団の脇にコタツとか、昔ですとリ
ンゴ箱のような台になるものを置いて、それにいったん両手です
がりながら、中腰して立ち上がる、という順番です。これなら、
杖を使わずに歩ける人なら、立ち上がることができます。いった
ん立ち上がれば、大概、歩き出せます。	
 
	
 
〈スライド 17〉
なぜ、そんな「わかりきった」ような話をするかというと、立ち上がり動作とは上に向かうこと
と思っている人が多いからです。実は、垂直に引っ張り上げよう
としても立ち上がれないことが多い。老老介護でおばあちゃんが
おじいちゃんを立ち上がらせようとするとき、たいていまっすぐ
上に引っ張って、結局は自分の腰も痛めて、二人とも倒れてしま
うケースがあります。	
 
立ち上がる動作は実は、前進しながら頭をもち上げるという動
作です。頭をもち上げるという動作を担うのは、背中の筋肉です。
つまり、背筋力が衰えたら立ち上がれません。立ち上がりを促す際には、この点をしっかり確認し
てからにしてください。	
 
ということで、立ち上がらせるには、上に向かうのではなく、「斜め前方に出るようにしてごら
んなさい」と声かけしてみてください。そうすると、案外らくに立ち上がれるかもしれません。会
場のみなさんがいま腰掛けている肘掛けイス、その肘掛けに手をついて立ち上がろうとするとき、
まっすぐ上に立とうとするとかなりの腕の力がいるはずですが、前にあるイスに手をついて体を斜
め前方に押し出そうとすれば、楽に立ち上がりやすい。そういう工夫を患者さんの立ち上がり動作
にも取り入れてください。	
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〈スライド 18〉
いましがたは立ち上がることについて話してきたところです。
では立ち上がって歩き出すのと、歩きを止めてイスに座るのと、
どちらが易しいでしょうか？……そして、その理由を考えてみま
しょう。	
 
	
 
〈スライド 19〉
まず、歩くことについて考えてみます。まず歩き出す、これは飛行機にたとえると離陸に相当し
ます。ぐーンと加速していくと機体が浮きます、そうして水平飛
行の状態、つまり安定歩行の状態になります。つまり、加速しな
いと安定状態にならないのです。自転車でもそうですね、こぎ出
すときはフラフラしますが、スピードが増すと安定します。	
 
立って歩くということはこれと同じで、より安定した状態、方
向に行こうとします。ですから、患者さんが歩き出そうとすると
きにトットッとなりがちで、それに「ゆっくり、ゆっくり！」と
声かけしてゆっくりにさせると、かえって倒れてしまう。まぁそこは、できるだけ「楽な速さで」、
と声かけするのがいいでしょう。	
 
では、着陸はどうでしょうか。ベテランパイロットでも着陸の際は緊張するそうです。実は、止
まって座ることのほうが難しいのです、なぜか……まず、止まること自体が難しいです。自転車で
考えてみてください。自転車で走っていて、友人を見かける、ブレーキをかけてスピードをゆるめ
るとフラフラする、地に足をつけて支えないと倒れてしまいます。つまり、減速すると不安定とな
りやすく、バランスがわるくなります。ですから、ゆっくり歩くのは実は転倒しやすく、あぶない
ことなのです。元気な人はゆっくり歩いても止まっても、筋力があってバランスをとれるので倒れ
ませんが、ぎりぎりいっぱいで歩いている方は、止まったときに不安定になります。	
 
その証拠に、杖を持って歩いている高齢者がいます。これは、一定の速度で歩いているときは安
定しているから杖はいらないのです。立ち止まったとき不安定になるので杖をつく。杖が必要なの
は止まったとき、こういう杖の使われ方があるんですね。もちろん、歩くのがぎりぎりいっぱいの
人は歩くときにも杖などが必要ですし、少し余裕のある人は杖をひきずっていることがあります。
これに対して、止まったときには杖をついて体の安定をつくる、停止すること自体が安定度を失う
からなのです。	
 
歩くことについてもう一つ、方向転換について考えてみましょう。180度の方向転換は、足をひね
って回転することですので、やはり安定度を失いやすい。しかも「捻る」「捩る」などの回転動作
は痛みも出やすいのです。	
 
さらに腰を下ろす動作についてです。腰を上げるのと下ろすのとでは、筋肉の収縮時間が異なり、
下ろすほうに長い時間がかかります。これも不安定になりやすい原因です。	
 
以上をメカニカルに言い換えますと、減速でふらつき、停止したときには支えが欲しく、回転は
難しくて、後ろ向きの動作は大変、ということになります。要するに、歩きを止めて立ち止まった
り座ったりするのは、不安定さがどんどん増していきます。ですから、立ち上がって歩き出せる人
ほど、立ち止まって座るまでの動作を我われは注意深く見守らなければならない、ということです。	
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なお、立ち止まって座るまでの動作にも、肘掛けイスはとても有効です。肘掛けに手をついて体
重をあずけ、かつ、両手で支えますので身体は安定になり、ゆっくり座ることができるからです。	
 
ついでにもう一つ言っておきますと、腰を下ろすときには、後ろ向きには目がないですから、イ
スが本当にあるのかどうかわかりません。もし肘掛けイスなら肘掛けをつかんでいられますから、
安心・安全に座れます。車いすでも両肘掛けが付いているように、歩きのリハビリテーションには
ぜひ肘掛けイスを用意して、「肘掛けを持ってから座ろうね」と声かけしてください。	
 
	
 
〈スライド 20〉
さて、もう少し進みまして、立ち上がれるけれども足が出ない、という患者さんがいます。仁王
立ちといって、両足できっちり立っているけれどもどちらの足も
一歩も前に出せない、こういう人は、筋力がかなり低下していま
す。	
 
なぜかといいますと、我われが歩くときは通常、片足立ちの連
続です。たとえば右足立ちして、体を少し前に倒すと左足が出て
こんどは左足立ちになり、一歩前へ進みます。片足立ちのたびに
片足で体重を支える、それを交互に繰り返して前に進む、これが
歩行です。	
 
ですから、仁王立ちして一歩も足を出せない人は、通常の歩行はできません。そこで、杖を使う
ことになったり、歩行器を使うことになります。	
 
ところが、杖を持たせても一歩も歩けない人はいます。そういうケースでは、筋力が不足してい
るか、あるいは関節が固くなってしまっている、またはその両方か、はたまた感覚が鈍っていて、
立っていることがわからなくなっているのかもしれません。とくに高齢者の場合、視覚や視野の問
題と連動して、明るいところでは歩けるけれども暗くなると歩けない、というケースもあります。
そういう危険因子がいろいろありますので、歩行訓練の前にはそれらをチェックするようにしてく
ださい。	
 
	
 
〈スライド 21〉
「立ち上がれますか？」と声をかけて立ち上がれない人の場合、まず麻痺があるかどうかを調べ
ます。麻痺があると、とにかく動きがわるくなりますが、麻痺に
は大きく分けて２つあります。半身が動かない片麻痺、そして両
下半身が動かない対麻痺です。	
 
片麻痺の原因の多くは脳血管障害によるケースが多く、その場
合には、動く方の半身をできるだけ使うようにします。たとえば、
右半身麻痺でしたら、左半身を使う、そういう方向でアプローチ
します。動く方を前に、動かない方を後に、という順番ですね。	
 
それに対して下半身が動かない対麻痺の場合には、なるべく座ったまま、つまり座位姿勢を保持
したまま、移動するようにします。たとえば、ベッドから立ち上がって車いすに移り、車いすで移
動するようにします。もし、まったく立ち上がれない人なら、ベッドと車いすの間にトランスファ
ーボードという板で橋をかけ、橋の上を、腰を滑らせる要領で車いすに移ってもらいます。そして
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車いす用身障トイレに着いたら、またトランスファーボードを使って移動する、という具合ですね。	
 
このように座ることができれば、歩行ではないけれども移動は可能で、行きたいところに行くこ
とができます。座ってもらえばなんとかなるのですが、寝たままでは大変です。背中を浮かして座
っていられる、つまり「端座位をとれる」というのは、移動の可能性を高めるという意味で、とて
も大きいことなのです。	
 
	
 
〈スライド 22〉
そして、話はようやく「歩く」ことについてです。なぜ「歩けない」と患者さんは言うのでしょ
うか。理由はいろいろあるはずですが、緩和ケアで問題になる理
由を考えてみましょう。	
 
まず、「痛くて歩けない」という人についてです。痛いのは

「どのような場面で痛いのですか」と尋ねてください。
体のどの部分が痛いのかとか、どういう痛み方かと尋ねるので
はなく、どのような場面、どのようなときに、痛みが出るのかを
尋ねることが重要です。	
 

たとえば、「動いたときに痛い」、あるいは「ジッとしていても痛い」というときもありま
す。「ジッとしていても痛い」というときは、マッサージしてみたり触ったり、あるいは声を
かけてみる。これで変化するかどうかを注意深く観察してください。それによって対応を変え
ます。
よく、骨転移が問題になりますが、骨転移のある人に触れたり、ごく軽くマッサージしていると、
あるいは、軽く叩くと、ウッと言うところがあります、それは骨転移痛による可能性が大です。	
 
その一方、どこを触れたりしても痛くないという人の場合は、骨格筋が痛みを出している可能性
があります。骨格筋による痛みとは、動くと痛いのでジーっとしている、あるいは同じ姿勢を保っ
ていたりすると、骨格筋の中の血液の流れがわるくなり、栄養がこなくなるので、だんだん痛みが
出てくるという理屈です。ということは、ジーっとしていればいるほど痛みは増してきます。	
 
昔ある患者さんが私に、「先生、私、骨が折れちゃった！」と言うので、驚いてＸ線写真を撮っ
てみたものの、折れていないのです。「すごく痛い！」と言う、これは何だろうかと考えつつ、体
の筋肉を触っていったらあるところで、ウッと言う。トリガー・ポイントを触ってしまったわけで、
すぐに内科の先生に診てもらい、鎮痛薬を筋肉注射してもらいました。「あぁ、楽です、痛み止
め！」と喜んでくれましたが、「このままだとまた痛みが出ますよ、動きなさい」「でも、動くの
も痛い」「いまはそれほど痛くないでしょ？	
  その間に少し動きなさい」。	
 
動くということは、筋肉を収縮させることであり、そうすると血流が増します。それによって痛
みが取れるのですね。骨の痛みではなく、骨格筋の痛みの場合にはそういうことがはっきり言えま
す。つまり、運動しなければ取れない痛みもある、ということです。しかも、この筋肉の痛みには
オピオイドは効果がない。次に述べる、WHO方式３段階疼痛ラダーの原則からは外れた対応が必要な
痛みなのです。	
 
	
 
〈スライド 23〉
痛みの話になると、WHO方式がん疼痛緩和の３段階ラダーに触れなければなりません。	
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第１段階の痛み治療は、「痛くて眠れない」という状況に対処
しましょうというものです。ぐっすり安眠できるようになったら、
疲労回復とともに覚醒時にも痛みが少し取れるのです。	
 
しかしそれでも、目が覚めたら痛みを感じるとか「ジッとして
いてもると痛い」という安静時痛があり、この安静時の痛みを軽
減するように治療しましょう、というのが第２段階の疼痛緩和で
す。	
 
この第２段階までの疼痛に対しては緩和医療によって９割はうまく対処できていますが、第３段
階の痛みとして、「動いたら痛い」という体動時痛があり、これへの対処はなかなか難しいのが現
実です。	
 
	
 
〈スライド 24〉
よく考えてみれば、第１段階の痛みだって、ご本人にとっては大変な辛さです。	
 
40年前の話ですが、私の友人のお父さんが肝臓がんで亡くなら
れたとき、最後の２週間、奥さん（つまり友人の母上）はベッド
際につきっきりでした。何をしていたかというと、ご本人（つま
り友人の父上）は痛くて痛くてころげまわってベッドから落ちる、
元気なときは90kg以上あって関取のような体格だったお父さんを
抱え上げてベッドに戻していたのです、２週間も。がんというの
は、最後は痛くてベッドからころげ落ちるほどだ、なんと恐ろし
い病気だろう、そんな病気にはかかりたくないな、と、ご葬儀のとき私は思ったものでした。棺桶
の中のお父さん、元気なときに比べて半分くらいに縮んでしまったように見えました。がんで苦し
むとこんなにやせて縮んでしまうんだ、と感じました。	
 
40年前はそんな状況だったのですが、最近はもうほとんどそういうケースは見なくなったのでは
ないでしょうか。なぜかというと、WHO方式がん疼痛緩和３段階ラダーに基づいて、痛みへの対処が
ほぼ９割方うまくいくようになっているからです。私の友人のお父様のような、痛みで七転八倒の
苦しみを訴える患者さんは、ほぼいなくなった、といえます。ご本人が楽なのはもちろん、付き添
って見ているご家族にとってもそうなのは言うまでもないでしょう。	
 
ただ、第１段階の疼痛緩和で安眠が確保できるようになって眠っている時間が長くなると、ご家
族など周囲の人とのコミュニケーションがとりにくくなります。それで第２段階の覚醒時痛の緩和
により、体を動かさなければ痛くない状態にして、精神活動をできるようにします。会話すること
ができれば、何が欲しいか、どんなことをして欲しいかが分かります。相続のことなども話し合う
ことができるわけです。	
 
この第２段階までの疼痛に対しては、すでに述べましたように、薬物療法で９割方は対処可能だ
といわれていますし、私も自分の臨床経験でほぼその割合、10人のうち９人の患者さんは安静時痛
がコントロールされていると感じています。私が留学したイギリスのセントクリストファーズホス
ピスのソンダース先生によれば、それ以上もっと対処可能だとおっしゃっていましたが、それは必
ずしも薬物療法だけはなくて、薬物療法および非薬物療法の両方による対処です。たとえば、カウ
ンセリングやソーシャルワーク、リハビリテーションなどであり、それらの非薬物療法を含めれば
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疼痛はほぼコントロールできる、コントロールできない痛みはない、ということをソンダース先生
はおっしゃっていたのを私は覚えています。	
 
では、疼痛対処がいちばん難しいとされる第３段階の痛みとは何でしょうか。つまり、第１第２
の段階の疼痛を無事にコントロールできて、痛みを覚えなくなっている患者さんが、さらにやりた
くなることといえば、何でしょうか……	
 
歩きたい、自力でトイレへ行きたい、花見に行きたい、つまり、「何かをしたい」のです。病気
自体はもう治らないのは分かっている、寿命だと思えば「しょうがない」と諦めもつく。けれども、
まだ生きているのだから、やりたいことはある。それを何とかさせて欲しいと、当然のことながら
体を動かしたくなるわけです。	
 
ところが、体を動かすと痛いのが第３段階です。体動時痛用の薬を出しますが、たとえば入浴し
たいというとき、体を少し動かさざるを得ませんから薬を増量してから、ストレッチャーのままの
特殊入浴をします。すると、途中からたいてい眠ってしまいます。体を洗い終わってお湯につかり、
体動しなくなると、オーバー・ドーズ（薬の量が多過ぎ）になってしまうからです。	
 
動くときのための薬を増量しましたから、動かなくなれば当然、薬が多過ぎることになり、眠気
が強まって眠ってしまいます。あるいは、あとで便秘症状がより強く出てしまい、患者さんは困っ
てしまいます。だからといって、薬物以外の方法はなかなかありません。日本の緩和ケア病棟の９
割では、体動時痛のコントロールを薬物療法だけでやっており、ところどころで、リハビリテーシ
ョンをやってみたらどうかという話が出る程度なのです。	
 
私は、リハビリテーションがうまく働けば、第３段階の体動時痛がある患者さんでも楽に動ける
と思います。でも、へたに働くと、もっと痛くなってしまう、それがリハビリテーションの評価を
下げているのではないかと思います。そのために薬の量がますます増えてしまって、眠気や便秘症
状も強くなってしまい、逆に動けなくなってしまうという悪循環が生じていると思います。	
 
そうならないようにするための話を、以下させていただきます。原理原則の話ばかりではつまら
なくなりますので、まずは具体例から始めます。	
 
	
 
〈スライド 25〉
長く（長距離を）歩けないと訴える症例です。	
 
70歳代の男性で肺がん、多発骨転移で全身あちこちに骨転移が
あります。こういう患者さんに対しては、骨転移があるので骨折
の可能性があり、「動かないでください」というアプローチを第
一とするのがふつうです。私の知っている限りで、日本のがんセ
ンターの半分ぐらいではそうしています。そうなると患者さんは
ベッドから出られず、もう人生終わりか、という雰囲気になってしまうのですが、私はそういうふ
うには考えません。	
 
本症例の家族背景は、息子さん夫婦と同居しており、奥さまはお元気でした。ご希望は、外泊し
て自宅の庭を歩いてみたい、という方です。	
 
がん性疼痛に対してはオピオイドが投与されており、WHOの３段階ラダーでいえば１と２はほぼ完
全にコントロールされて安静時の痛みもなく、ふつうの会話が十分にできていました。しかも、自
分の肺がんが進んでいてもう治らないことをよくご存知でしたが、なんとか自宅の庭を歩きたいと
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言うのです。	
 
「なんで歩けないのですか？」と尋ねると、「いや、歩ける、独歩では２～３ｍは進める」けれ
ども、それ以上は「足が痛くなるので歩けない」。大腿骨にメタ（転移）がありますから、そこが
痛むのですね。「そりゃあ、厳しいですね」。	
 
庭を歩きたい理由は、趣味がバラの栽培なので丹精込めたバラを見に行きたい、というのですが、
全身骨転移があってベッドから降りてはいけないとされるのがふつうなのに、はたして緩和ケア病
棟から出ていくことなど可能なのか……私が勤務していたがんセンターの環境では、「動いていい」
ということだったので、動いてみたら２～３ｍしか歩けなかったというのです。	
 
	
 
●ここで、その方が立ち上がって歩き出す動画を見ていただきましょう。	
 
立ち上がるときには、さきほども話しましたように、骨格になるべく歪みが生じないようにする
ことが大切です。車いすには両側に肘掛けがありますね、その肘掛けに手をおいて、それを押すよ
うにして立ち上がる。両足、両手で支えますから体重を分散させることができます。そうすると、
全身の骨格の歪みが少なくなりますので痛みの発生も少なくなり、より楽に立てます。	
 
歩行器というのがありますが、手ぶらで歩くと２～３ｍしか歩けない人でも、歩行器に体重を預
けて両上肢で体重を支えながら、両足を交互に動かせばもっと楽に移動できます。	
 
動画の中央の奥のほうに、私のいた緩和ケア病棟の出入り口が見えていますが、独歩で２～３ｍ
しか進めなかった人が、歩行器を使ってその出入り口近くまで行って止まりました。距離にして35
ｍぐらい、時間で１分間ぐらいでした。しかもこの患者さん、このときレスキューという臨時の痛
み止めの薬を飲んでいません。独歩の12倍以上の距離を、なぜ歩けたのでしょうか……そのメカニ
ズムはまた後述します。	
 
歩行器の斜め後ろには私の助手が立っています。助手には私から命令を伝えてあります、「この
場面では患者さんを振り向かせないでください。立ち止まったら、その方向のまま立っているよう
に注意しなさい」。なぜ振り向いたらいけないのかというと、患者さんは大腿骨から骨盤、脊柱ま
でを使って体をひねる、捻ることになり、ひねりや捻りは骨転移の痛みが出やすいのです。だから、
そのままの方向で立たせておきなさい、と伝えたのです。	
 
もう一つ、助手に注意を促しておいたことがあります。ふつう、歩行練習をするとき患者さんは
腰にベルトを巻いて、後ろに立つ助手はそのベルトを持ってついていきます。倒れるのを未然に防
ぐためですが、私の場合はこの助手に「患者さんにぴったりくっついてついていくように」と伝え
てあります。「患者さんが前につんのめりかけたたら？」「それはそのまま見逃していい。後ろに
倒れかかったら、きみが抱き留めるように」という指示ですが、「ただし、患者さんにさわっては
いけないよ。つまり、手伝わないように」とも言ってあります。自力でやらせること、です。この
自力でやらせることが、リハビリでは非常に重要です。	
 
	
 
〈スライド 26〉
ではここで、あらためて、体動時痛へのリハビリテーション的
対応の原則をまとめておきます。	
 
まず大切なのは、体重をなるべく散らすこと。ある一カ所に集
中させると痛みが出やすいからです。これはなぜかというと、骨
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格を構成している骨が歪むからです。逆にいえば、支持する場所を増やして、体重はなるべく散ら
したほうが痛みの発生が緩和されます。	
 
それから、なるべく捻らないこと。これは片山先生の整形外科教科書にも書いてありますが、長
管骨は長軸方向のコンプレッション、つまり、縦圧力には非常に強いけれども、捻るとすぐに痛む、
と記されています。手足などの管状の骨は物理的に捻りに弱いので、なるべく捻らないことです。	
 
それから、ゆったりと、あるいはゆっくりと、でもかまいませんが、さきほどの患者さんは１分
間で35ｍ歩いたといいましたが、ふつうの成人男性なら１分間にその倍以上の70ｍは歩きます。ゆ
っくりとした速度で歩けば、痛みの出方も少なくなります。	
 
その次に、小刻みに。つまり、歩きでいえば、歩幅を小さく、ということです。ふつうの大人は
一歩で70cm位はありますが、先の患者さんは歩行器を使った時１歩35cm位でした。股関節の開脚角
度や骨盤や脊柱の回転角度も小さくなって、痛みが出にくくなります。	
 
そして、私が助手に伝えたように、なるべく手伝わないこと。この手伝わないことというのは、
一般の方々にはなかなか理解してもらえません。理解があるのは、病棟の看護師さんで、とくにギ
ャッジアップベッドを使ったことのある看護師さんたちは少しわかっています。なぜかというと、
ベッドのギャッジアップ用ボタンを押すのはたいてい看護師さんの役割とされていていますが、も
し不用意にギャッジアップを上げ過ぎたりすると「痛ッ！」と患者さんに怒られてしまうからです。
そんな経験のある看護師さんは、ギャッジアップ用ボタンを患者さんに渡して押しボタンの説明を
し、自分でやらせます。そうすると、痛いという患者さんはぐんと少なくなる。つまり、他人にさ
れると痛みは感じやすくなる、専門的にいうと「閾値（いきち）が低くなる」んですね。そういう
違いがあります。	
 
大切なことは、ここで挙げた５つの項目を全部一度に行うことです。そうすると、鎮痛剤のレス
キュー分位の効果は生み出すことがある、とされています。ただし、この５つをやるから薬物療法
を止めよう、とはなりません。さきほどもいいましたように、安眠確保と安静時痛の除去まではオ
ピオイドをうまく使う薬物療法が大切です。その先の体動時痛に対してはオピオイドを増量してい
くと眠気、嘔気などが強く出てしまうことがあるので、その分だけは体をうまく動かすこと、つま
り、リハビテーションで補いましょう、ということです。そうするとレスキュー分ぐらいの役割は
果たせて、患者さん自身がまずハッピーになれる、そしてリハビリテーションや医療のスタッフも
ハッピー、ということです。	
 
	
 
〈スライド 27〉
じゃあ、患者さんはなぜ「歩けない」と言うのでしょうか？	
 
一番多いのは、実は歩けるのだけれども、すぐに疲れてしまう
から、というケースです。病棟ですと、立って３ｍ歩けば病室ト
イレに行けても、病棟の廊下を一周、30ｍ歩行するのはムリとい
う話になってしまいます。というように、とにかく歩くという単
純な動作なのに、耐久性がないから歩けないのです。	
 
２番目に多いのが、動くと痛いから、痛いから歩けないというケース。そして、シビレがつらい
からとか、動くと息苦しいから、あるいは眩暈（めまい）が出る、倦怠感（だるさ）があるから、
熱があるから、といった身体的問題をあげるケースがほとんどです。	
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そのほかに「先生、やる気が出ません」と、やっと声にするような人もいます。つまり、気力が
出ないというケースで、長い闘病生活で廃用症候群になったりすると、それもムリはありません。
そういう人には歩行やリハビリテーションを無理強いせず、「たいへんですね、また今度にしまし
ょう」と言って引き下がりましょう。動く気力が出ないというところを納得してあげて、いったん
同じ地平に立たないと、「このリハビリの先生、いきなり歩かせようとする！」と不信感を持たれ
てしまいます。	
 
	
 
〈スライド 28〉
ところでみなさん、進行がん患者さんは「歩けるから損をする」ということ、ご存じですか？	
 
なぜか……	
 
歩けないなら身体障害者手帳をもらえます。立ち上がるだけし
かできないと同２級、立ち上がりもできない下肢機能全廃なら同
１級の対象です。さらに、障害者年金がもらえて、車いすも支給
されるのです。	
 
ところが、がんの患者さんは身体障害者手帳の対象ではありま
せん。なぜかというと、個室病室で３ｍ歩ければトイレに行けま
す。身体障害者認定の申請は出せますが、判定者が病室に来て「立てるじゃないですか、トイレへ
行けるじゃないですか、手帳は出せませんね」となってしまい、貰えても最低の級という判定にな
るのです。車いすも支給されず、障害者年金ももらえません。	
 
	
 
〈スライド 29〉
65歳以上なら介護保険の適応がありますから、ちょっと様子が変わりますが、65歳以前のがんの
患者さんは何の対象にもなっていません。「いえ、40歳以上で末
期がんなら、介護保険の適応がありますよ」というのは正解です
が、でも末期がんの患者さんだけなのですね、予後半年という条
件付きです。介護保険の対象になったところで、どれだけその恩
恵を享受できるでしょうか？	
 
たとえば進行大腸がんの現在の平均余命は、2015年のデータで
25カ月、約２年です。抗がん剤もよくなっていますから、２年位
は生き延びられるということです。ですから、末期で予後半年という患者さんには介護保険が適応
されますが、進行大腸がんというだけでは適応にならないのです。ということは、介護保険も使え
ないし身体障害者手帳ももらえない状況になり、保険金をさんざん支払っているのに社会保険サー
ビスを何も受けられないがん患者さんがいるのです。これは辛いところです。	
 
	
 
〈スライド 30〉
話を歩行に戻しますと、歩けない人は転びません、歩けるから
転ぶのですが、では、転倒原因は何でしょうか？	
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〈スライド 31〉
転倒原因の一番は、実は睡眠剤によるもので、朝残っているの
で朝の転倒が圧倒的に多いのです。もちろん、夜中にトイレに行
く途中で転倒することも多い。眠れないのも辛いのですが、半分
寝ぼけている状態で無理矢理歩かなければならないのも辛い。そ
して転んでしまっては元も子もないです。	
 
２番目に多い転倒原因は、痛み止めの薬によるものです。さきほど申しましたように、痛みの第
２段階まで、安眠確保と安静時痛対処まではオピオイドでほとんどコントロールできるのですが、
いったん使い始めるとなかなか止めることができません。そして、その状態で歩こうとすると、ふ
らつくことが多いのです。また、レスキューを使って歩いていって止まったときも、そうです。と
いうように、薬の問題が転倒原因の大半を占めています。ただ、けっして薬がわるいというわけで
はありません。	
 
その他の転倒原因としては、つま先が小さな段差に引っかかるというケースがあります。これは
意外と多く、大きな段差が目に入ればしっかり注意して身構えたりするのですが、畳の縁とか、絨
毯の端のようなミリ単位のわずかな段差には、つま先を引っかけてしまいがちです。バタッと倒れ
ることがあり、そうするとだいたい大腿骨（笑）を骨折してしまう。こうした転倒は、細かくいえ
ば足の関節の可動域が低下していたり、前頸骨筋（ぜんけいこつきん）というつま先を持ち上げる
筋力の低下が原因です。転倒の恐れがある患者さんには事前にこれらの可動域や筋力をチェックす
るようにしてください。	
 
	
 
〈スライド 32〉
終末期の患者さんとはいえ、とにかく「その日」が訪れるまで
はなんとかふつうの生活をしたいわけで、なかでも自力で歩くこ
と、その最大の目的は自分でトイレに行って用をたすこと、それ
が願いなのです。	
 
	
 
〈スライド 33〉
話題を次に進めます。	
 
その方が食べられるかどうか、みなさん、どうやって見分けていらっしゃいますか？	
  ヒントは、
「食べることは、何することと似ている？」……食べる行為は何に似ているでしょうか、これがヒ
ントです……	
 
「これがヒントだ」と私がしゃべる。このしゃべるときの筋肉
の動きは、食べるときの筋肉の動きとほとんど同じなのです。で
すから、しゃべることができる人はたいてい、食べることができ
ます。	
 
お婆さんでよくしゃべる人がいますね。内心「まったくうるさ
いなぁ」と思ったりすることもありますが、実は日本では誤嚥を
おこすのは圧倒的に男性が多く、女性は少ないというデータがあります。女性に比べて男性はあま
りしゃべらない、だから誤嚥をしやすく、逆に女性はよくしゃべるから誤嚥をおこしにくい。しゃ
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べることは食べることと同じような筋肉動作だからです。	
 
だから私は男性の患者さんに、「もっとしゃべりなさい」と声をかけます。「しゃべることがリ
ハビリテーションですよ」というわけです。	
 
ただ、男性は「でも、しゃべること、ない」と話題が乏しいんですね。「じゃあ、しゃべること、
教えてあげましょう。ばあちゃん、なんてきれいだ！と言ってあげなさい」（笑）。「そんなこと、
言えないよ」「じゃあ、リハビリテーションできないですよ」となって、じいちゃんたちが困って
ます。	
 
と、いずれにしても、おしゃべりするほうが頭にも体にもいいのです。そして、本当におしゃべ
りのリハビリテーションに取り組むときには、落語を教えます（笑）。あるいは……	
 
「じゅげむ	
  じゅげむ	
  ごこうのすりきれ	
  かいじゃりすいぎょの	
  すいぎょうまつ	
  うんらい
まつ	
  ふうらいまつ	
  くうねるところにすむところ	
  やぶらこうじのぶらこうじ	
  ぱいぽ	
  ぱいぽ	
 
ぱいぽのしゅーりんがん	
  しゅーりんがんのぐーりんだい	
  ぐーりんだいのぽんぽこぴーの	
  ぽん
ぽこなーの	
  ちょうきゅうめいのちょうすけ」	
 
（ちなみ に「じゅげむ」の名前を漢字、ひらがな、カタカナ使って書くと以下のよう

になります。「寿限無（じゅげむ）寿限無、五劫（ごこう）のすりきれ、海砂利水魚
（かいじゃりすいぎょ）の水行末（すいぎょうまつ）、雲来末（うんらいまつ）、風来
末（ふうらいまつ）、食う寝るところに住むところ、やぶらこうじのぶらこうじ、パイ
ポパイポ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイの
ポンポコピーのポンポコナーの長久命（ちょうきゅうめい）の長助」。それぞれに意味
がありますが、それについては落語家の噺をお聞きください）	
 
このように口が動くようになれば、おじいちゃんの誤嚥もなくなるかもしれない。それくら
い、おしゃべりは食べることにつながっており、究極のリハビリテーションといえるかもしれ
ません。
	
 
〈スライド 34〉
高齢者にとっては食事することそのものが実は大事業です。その
事業を大きく分けると、配膳前・食事動作・下膳と３つの段階に分
けられますが、今日ここではごく簡単に触れるだけとさせてくださ
い。	
 
	
 
〈スライド 35〉
配膳前には何をしているかというと、まずは献立を考えなければいけませんね。スーパーのチラ
シを見て、献立と材料の値段から瞬時にメニューを切り替えたりす
る、献立を決めるのはすごく知的な作業です。	
 
素材や材料を買ってきたら、調理しなければならず、それから盛
り付けして配膳する、これだけの作業が食事動作の前に行われてい
ます。	
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〈スライド 36〉
いよいよ食べる段になるとその準備として、箸やスプーン、前
掛けなども用意し、それから自分で摂食できる人は自分で口に運
ぶ動作をし、介助が必要な人には介護者が口に運んであげる、そ
うした摂食動作そのものにふつうで約30分位かかりますね。完食
した人、残した人の前から、こんどは食器の片付けになります。	
 
	
 
〈スライド 37〉
下膳したものは食器洗い機に入れて洗い、さらに乾燥して、それから収納棚などにしまいます。	
 
こうした一連の作業を主婦の方は朝昼晩と一年で一千回やって
いるわけです。主婦の力はたいへんなものです。母の日にはお父
さんがこの作業を代わってあげるのが当然でしょうね。	
 
私はリハビリテーション担当なので仕事としてやっていますが、
自宅でも毎週末１回だけ食事づくりします。ただ、私は片付けが
苦手なので、ぐずぐずしているうちに片付けが始まってしまう。
主婦って作業しながら片付けていくんですね（笑）。	
 
	
 

〈写真〉	
  この写真は、私が昔、行ったことがあるホスピスの外観です。通常、ホスピス内部
の写真はプライバシー問題もあって、撮らせてもらえません。
この写真は韓国のホスピスの様子で、視察に行ったときのものです。ここに写っている方は肺が
ん末期で、「写真は撮ってかまいませんよ、どうぞ」と言われたので、なんでだろうと思って尋ね
たら、ここは無料ホスピスで、入所できただけでもありがたいと言うのです。ご家族もいらっしゃ
らないので、このホスピスに入らなかったら死に場所がなかった、だれにも看取ってもらえなかっ
た。ここに入れて本当に幸せ、もういつ死んでもいい、だから写真ぐらいはどうぞ、と。	
 
そういう、家族に縁のない人でも死を迎えられる場所としてホスピスがある、と理解しました。
けれども、みんながそう望んでいるのかというと、そうではありませんね。	
 
	
 
〈スライド 38〉
これは日本のデータで「死亡場所の構成割合の推移」というよ
く知られたグラフです。1951年（昭和26年）当時は死亡者の約８
割が自宅で亡くなっていました。	
 
	
 
〈スライド 39〉
それがどんどん減ってきまして、2010年（平成22年）には約８
割が病院で亡くなっています。圧倒的に多くの方が入院して亡く
なっており、ホスピスで亡くなっている方などはごくごくわずか
です。	
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〈スライド 40〉
では、みんな、介護はどこかで受けていても、最後は病院に入
院となって病院で死ぬのはしょうがないと思っているのでしょう
か？	
  そこで調査が行われました。	
 
	
 
〈スライド 41〉
その調査（平成19年、内閣府）によれば、まず「介護を受けた
い場所」として男性約50％、女性約36％が自宅を挙げました。病
院で介護を受けたいという人は男女とも20％以下で、つまり、み
なさん介護を病院で受けたいとはほとんど思っていないことがわ
かりました。	
 
とくに、男性約50％、女性約36％という、この差の数字14％が
気になります。だいたいご夫婦は３歳ぐらいの年齢差があり、平
均寿命が８年ぐらい違います。ということは、奥さんは旦那さんが亡くなったあと10年以上生きて
いることになります。男性の場合は、介護してもらえるパートナーがいることが多く、女性の場合
はそうではないことが多い、その違いが先の14％の違いを生んでいるのではないか、と考えられま
す。	
 
	
 
〈スライド 42〉
では次に、「最期を迎えたい場所はどこですか」との調査結果
を見てみましょう。	
 
	
 
〈スライド 43〉
これも先に挙げた平成19年、内閣府による調査です。男女とも
55％が、最期を迎えたい場所としては自宅を希望していました。
病院等の医療施設を希望する人は、男女とも約25％でした。この
病院等にはホスピスが含まれます。つまり、自分は天涯孤独で面
倒をみてくれる人がいないから最期はホスピスで迎えたいという
人を含めて、病院などを希望する人は４分の１ということです。	
 
	
 
〈スライド 44〉
じゃあ、なぜ最期まで自宅で療養することができないのでしょ
うか、その実現困難な理由とは何でしょうか……	
 
	
 
〈スライド 45〉
厚生労働省が平成20年に行った調査によれば、「介護してくれ
る家族に負担がかかるから」がその理由の第一に挙げられました。
介護の役割はこれまでは、パートナーや娘や嫁が中心でしたが、現在の家族構成からいうと、だん
だん息子が増えてきています。婿に介護してもらいたい婆ちゃんは、ちょっといないようです
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（笑）。いずれにせよ、介護してくれる家族にとって大変だから、
という理由が挙げられています。なお、介護してくれる家族がい
ないお一人様の場合は、また別になりますね。	
 
第二に多かった理由として、「病状が急変した時の対応が不安
だから」というのがあります。病状の急変とは、心停止、呼吸停
止などでしょうが、いずれもう死が近い人、死が避けられない病
状の人に、急変対応してまた心臓が動いた、まだ呼吸しているとすることは可能でしょうが、果た
してそれはいいことでしょうか？	
  急変というけれど、実際それは、ふだん見かけない状態を目に
したことを急変と言っているに過ぎません。こういう急変を何度か繰り返すうちにその間隔はだん
だん短くなり、たとえば訪問看護師から「３秒に１回呼吸していたのが15秒に１回になっていきま
すよ」などと耳にしていれば、これは急変ではなくて、ごく自然な死への経過だということが分か
るはずです。そう分かれば、119番に電話して救急搬送してもらい蘇生術を受けるなどのことをしな
くて済むようになります。	
 
その他の理由として、「経済的負担が大きい」というのが挙げられていましたが、これは介護保
険制度によってかなり様子が変わってきました。	
 
	
 
〈スライド 46〉
さて、本日の話の最後のテーマ、終末期におけるリハビリテーションについてです。	
 
リハビリテーションについては従来から、それは機能回復訓練
であり、機能低下が避けられない終末期でのリハビリはあり得な
いし、ましてや自宅でのリハビリはできるはずもない、というふ
うに言われています。	
 
しかし私は、この話を過去形にしたいと考えています。なぜか
……	
 
	
 
〈スライド 47〉
機能回復のリハビリテーションの考えでは、まずADL（日常生活活動）が向上すればQOLも向上す
るとの理解です。ADLが先にあって、QOLは後から結果としてつい
てくる。ADLが先でQOLが後、という前後関係がある、そして、そ
の両者は並行関係にある、という構造で理解されています。	
 
つまり、ADLをなんとか上げるようにリハビリテーションすれば、
いずれ家に帰ることができて在宅療養が可能になる、という考え
方です。これは確かに言えることであり、日本だけでなく世界中
でその考え方のリハビリテーションが行われています。けっして
間違いではないわけです。では何が問題かというと……	
 
	
 
〈スライド 48〉
終末期の患者さんには機能回復はない、という観点が必要です。	
 
つまり、ADL（日常生活活動）がある段階までは上がったとしても、たとえば、がんの進行ととも
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に上がらなくなり、さらには逆に落ちてくるのです。	
 
がん終末期では病勢の進行とともに、ADL低下が不可避です。	
 
ADLが低下して最後にはゼロになる、つまり、お亡くなりになる
わけで、これは日本でも、英国でも、オーストラリアでも、また
主治医がだれであろうとも、みな同じです。これは普遍的事実で
あり、変えようがありません。	
 
	
 
〈スライド 49〉
ADL低下が不可避の段階で機能回復リハビリテーションを行うと、どうなるでしょうか。	
 
ADLの機能回復状態が一定になった「頭打ち」の状況では、QOL
も上がりません。昔は、この上がらない段階をプラトーといって、
病院での機能回復リハビリは終わり、という訓練中止の理由とさ
れていました。	
 
今は少し変わってきまして、ADL低下を防ぐ努力や遅くしようと
する努力のリハビリが行われるようになっています。機能維持の
（あるいは維持期の）リハビリテーションといわれたりしていま
す。そうしないと、早い段階で廃用症候群になり、死期を早めてしまうからです。	
 
ここまでの話は、みなさまにもお分かりいただけるでしょう。問題はこの先どうするのか、です。	
 
	
 
〈スライド 50〉
死期を迎えてADLが低下していくと、並行関係にあるQOLも当然
のことながら低下していきます。ということは、終末期に機能回
復リハビリテーションをやってもADLもQOLも低下するだけなので
意味がない、というのは当然の話です。	
 
じゃあ、終末期にはリハビリテーションをどうしたらいいのか
……	
 
	
 
〈スライド 51〉
先ほどお話ししたように、がん終末期ではADL低下が不可避であり、ADLの変化は台形状です。	
 
台形状の手前の部分については、昔、ホスピスに入るとリハビ
リテーションによってADLが少し向上することがある、との論文が
1994年に出たのを根拠にしていますが、今はもっと違った考えに
なっています。ADLが低下する局面になってもリハビリテーション
をしたほうがいい、との論文が2004年に出ています。どこが違う
のでしょうか……	
 
1994年の吉岡論文には、バーサル・インデックス（Barthel	
 
Index：1965年に英国で開発されたADL評価法）の移動の項目を評価指標に使うと、ホスピス入所時
と2週間後を比較した場合、ADLが上がると書いてあります。	
 
それに対して2004年のBarrie論文には、マッサージをすると患者さんのQOLが上がる、と書いてあ
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るのです。マッサージすると決してADLが上がるわけではないけれど、患者さんはカンファタブル
（Comfortable：心地よい）になる、というのです。ここにヒントがありますね。	
 
	
 
〈スライド 52〉
終末期の緩和リハビリ・モデルでは、まずQOLのほうを先に考えるのです。機能回復リハビリで
はADLが先でしたが、緩和リハビリではQOL優先で前後関係が逆な
のです。まずQOLを考えて、これをなんとか上げようとする。そし
て、ADLについては後で考えて、上がらないのであればそれはそれ
でよしとします。	
 
この考え方はけっして私だけの考えではありません。実はWHOが
2002年に定義したPalliative	
 Care	
 Approachに、QOLを改善するア
プローチの方法として書かれていることなのです。緩和ケアにお
ける定義とまったく同じで、ただ手段が、リハビリテーションとなっているだけの違いです。	
 
では具体的に、どうやってQOLを上げたらいいのでしょうか……まず、患者さんの希望を尋ねるこ
とです。もちろん第１は、「がんを治してほしい」でしょうが、そう言われてもそこだけはちょっ
とね（笑）。	
 
第２の希望、たとえば「歩いてトイレに行けますか」なら、「やってみましょうか」と応じれば
いい。つまり、患者さんとコミュニケーションをとりながら、希望を聞き出して、聞き出された希
望を実現できれば、QOLは上がるのです。少なくとも、希望が実現した瞬間だけはQOLが上がります。	
 
さきほど紹介した病棟で35ｍ歩けた患者さんは、あのあと自宅に戻れて、庭を歩いてバラの花を
ちゃんと見てくることができました。肺がんは治らないのですが、自宅に行ってバラを見てくるこ
とはできる、これが、患者さんの希望を実現するリハビリテーションの典型的な例です。	
 
	
 
以上、本日の話は、終末期にもこういうリハビリテーションがありますよというものでした。	
 
＊	
 
最後に、私が2003年にセントクリストファーズホスピスに行った際に撮ってもらった、シシリ
ー・ソンダース（Dame	
 Cicely	
 Saunders;	
 1918-2005）先生とのツーショットの写真があります。ソ
ンダース先生は2005年に亡くなられましたので、もうこういう写真は撮れません、私の宝です。も
う一つ、この写真で私が手にしているのはソンダース先生の自伝で、日本から持って行ったのです。
そして、なんとかサインをいただくことができました、これも私の宝です。	
 
ソンダース先生は患者さんの痛みについて、トータルペインという言い方をした最初の方です。
トータルペインに対処するとき、これを私たちはどうしても切り分けて考えてしまいがちです、身
体的アプローチ、精神的アプローチ等々と。問題は、これらが全部絡み合っている点です。	
 
たとえば、ある患者さんが痛い痛いと言っているのが、奥さんとの喧嘩に原因があった、という
こともあり得ます。喧嘩していないときは痛いとは一言もいったことがない、ということが分かれ
ば、ペインの源は意外なところにあったと分かる、そういうのがトータルペインです。	
 
ソンダース先生はそもそもWHOの疼痛対処３段階ラダーの開発者であり、オピオイドの使い方に関
しては最も高いレベルの専門家です。その専門家が、オピオイドがあればどんな痛みにも対処でき
るとは言わずに、「トータルペインに対処しなさい。どんな問題が患者および患者家族の不安の原
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因になっているかを見つけて、それを低減するように努力してあげなさい。そうすれば、オピオイ
ドを減らしても、患者さんはペインを訴えないようになる」とおっしゃっているのです。1970年代
のことです。	
 
だから、リハビリテーションもソーシャルワークも看護も介護も、それぞれ非常に大事なのです。
みんなでトータルにアプローチすれば、患者さんの痛みはなんとかなります。	
 
私の話はこれで終わります、ご静聴ありがとうございました。	
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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。	
 
残り時間は少ないのですが、この機会ですから質問・意見を受けていただきましょう。どうぞ手を
上げてください。	
 
	
 
会場（泌尿器科医師）	
  私、泌尿器科の医師ですが、リハビリテーションの太田先生や竹内先生か
らいろいろご指導いただいたことがあります。脳卒中でオムツをして寝たきりになった患者さんの相
談をした際、そのときは少しでもADLをよくしなさい、それからオムツをはずすこと、というご指導
でした。安部先生のお話のポータブルトイレについて触れたなかで、だんだんADLが落ちていく緩和
ケア対象の患者さんの場合も、一度はオムツになっていくと思うのですが、その先でどのようなリハ
ビリをされるのか、お話しいただけないでしょうか。	
 
	
 
安部	
  いい質問をありがとうございます。オムツをしたからといってADLはゼロというわけではあ
りませんね。私にやれる手段は２つあります。	
 
一つは、もし座れる方でしたら、座った状態で車いすに乗せて、車いすで身障トイレに行って、用
をたしてもらう、これが一つです。もう一つは、カテーテルを使うことです。とくに寒いときや、夜
になって看護や介護の人手が少なくなったとき、オムツ交換は大変ですし、本人も交換してもらうた
めに起きなければなりませんから、夜間だけカテーテルを入れるのです。とくに在宅でご家族がいな
い方などの場合は留置にしてしまった例もありましたし、オムツ状態のときにこの先のことを話し合
って留置にした方もいました。	
 
ですから、なんでもリハビリテーションで解決できるわけではない、ということです。……〔あり
がとうございました〕。	
 
	
 
司会（加藤）	
  本日の会の大きなテーマは、リハビリテーションと看護・介護とのコラボレーショ
ンですので、会場には看護職も多く来ています。安部先生、看護の立場から、リハ職の人をどう使い
こなしたらいいのか、アドバイスをいただけないでしょうか。	
 
	
 
安部	
  はい、お答えするまえにぜひ見ていただきたいスライドがあります。予備として持ってきた
スライドで「死亡直前の活動性パターン」としていますが、今ま
での終末期リハビリテーションのイメージは、このスライドの手
前のライン（寝たきり系）を対象としていました。このパターン
はたとえば、脳血管障害で寝たきりになってしまった方などです。
最初からADLが落ちてしまうものの長く生き残って、ご家族も老老
介護で倒れていく、こういうパターンに対しての終末期リハビリ
テーションです。	
 

──	
 24	
 ──	
 

平成 29（2017）年 4 月 22 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	
 

	
 

それに対して、本日、私がお話ししたのはがん患者さんの終末期が対象で、その活動性パターンは
スライドの一番奥の緑ラインです。予後が月単位のときは自身で食事の準備ができたりトイレへ行け
たりしますが、ADLが落ちるに従って生命予後も迫ってくる。予後が週から日の単位になってくると、
あれよあれよという間に急降下して亡くなってしまうのです。	
 
この急降下になるまでは、看護職や介護職の人がちょっと支えるだけで、さまざまなことが自力で
できます。立って歩ける患者さんなら、座るときのほうが危ないので、そのときにちょっと支えてあ
げる、その状態を、もう今週だめになるかもしれないという日まで続けてあげることができるのです。
こういうところをサポートすることを、看護職・介護職の人にはぜひやっていただけたらと思います。	
 
なお、スライドの一番奥のラインに「PPK系」と記していますが、これ、ピンピンコロリの意味で
す。私の造語ではありません。世の中の多くの方がこのPPK願望だと、岐阜の小笠原文雄先生が最初
に言われました。小笠原先生は循環器内科の医師で在宅ホスピスの診療所を運営しておられる一方、
現在、日本在宅ホスピス協会の会長もされておられます。	
 
2013年に、元東大教授の上野千鶴子先生と対談して『上野千鶴子が聞く	
 小笠原先生、ひとりで家
で死ねますか？』（朝日新聞出版）という本を著されましたが、その中で、おひとり様で最期まで可
能なのはがんだ、とおっしゃられてます。なぜかというと、がんの方はスライドのPPK系のラインの
ような活動性パターンが多いので、亡くなる直前まで自力でできることが多い、と。	
 
さきほど触れたオムツになるにしても、残り３日位になって初めて自力でトイレに行けなくなるの
で、オムツにするかカテーテルにするかにしても、オムツ期間はほぼなくなるに等しい、それががん
の終末期だというのです。	
 
逆に脳血管障害となると、活動性が低下してからの期間が長いパターンですから、月単位でのオム
ツ期間が続くことになります。	
 
なお、真ん中の直線的に低下する活動性パターンは、臓器疾患の方、たとえば心臓病や呼吸器疾患
の場合に多いパターンです。	
 
活動性パターンの違いが大きいのはやはり、がんの場合と脳血管障害の場合とですね。そして、が
んの場合の活動性パターンに対しては看護・介護の力を発揮できるシーンが非常に多いし大きい、と
小笠原先生は2013年に言っておられますし私もそう思います。	
 
がんの終末期なら、予後が日単位となるまで支えきることができる。しかも、そんなに難しい技術
を必要とするわけではありません。患者さんのご希望をまず聞いて、私が今日お話ししたようなこと
を中心にしてちょっと工夫してみる。そうすれば、必ずしも理学療法士を呼んでこないでも何とかな
るシーンが増えるのではないか、と思います。	
 
	
 
会場（病院、作業療法士）	
  私はいま実際に、がんの患者さんに関わらせていただいていますが、
私のいる病院から緩和ケアのところへ行ってもらう際に、患者さんから、「もう手立てがないから緩
和ケアに行かされてしまうのか、もうちょっと病院でしっかり治療してもらいたい」というような声
をいただくことがあります。そういう際に、患者さんにどういう声をかけたらいいものか、悩むこと
があります。何かアドバイスをいただけないでしょうか。	
 
	
 
安部	
  非常に悩まれるところだろうと思います。その問題が非常に難しいのは、患者さんにとって
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の歴史があるからです、つまり、がんになって治療する、いろいろと治療してみるけれども治癒は難
しいと判断されて、それなら緩和ケアに行きなさいとなる。しかし、発病してから緩和ケアに移行す
るまでのけっこう長い時間がありますね、その間に主治医とどれだけ綿密に話を交わしているかが重
要です。そういう話し合いのうえで納得して緩和ケアに移行するなら、しょうがない、となるはずで
す。	
 
ただ、もうちょっと手術が早かったらよかったのではないか、放射線をこう照射したらもっとうま
くいったのではないか、あのときにこういう抗がん剤を使えばもうちょっと長く元気でいられたので
はないか、等々と残念さがたくさん残ってしまうと、なかなか緩和ケアに移行しづらいものです。そ
れは、緩和ケアの先生の責任ではなくて、それまでの患者さんの治療歴、治療にあたった先生の善し
悪しではなく、患者さんが納得するような治療を受けてきたのかどうかが、緩和ケアに移行するとき
に出てきてしまうわけです。そうやって出てきたものを、引き受けた緩和ケアのスタッフが何とかし
ようとしても、それはなかなか難しいでしょう。	
 
一方、これは腫瘍内科とくに血液がんの方に多いのですが、それまで主治医とさまざまに治療法を
試みてやってきたあげくに、主治医から「緩和ケアに移行しましょうか」と言われる患者さんは、緩
和ケアに対してあまり大きな抵抗はないようです。	
 
ですから、治療歴の残念さを抱えたまま緩和ケアに移行した患者さんは、緩和ケアの主治医と「残
念でしたね」と話し合うところから出発する以外にない。お互い、ウーンッとうなっていると、少し
穏やかになれる。なぜか……日本人の半分はがんになり、死亡数の３分の１はがんが原因という時代
だからです。40歳過ぎてがんを発症するのは、２分の１の確率でしょうがない時代なのです。そのし
ょうがなさをどう納得させるかは、技術の話ではなく、人生の話、生まれてきた人がどう終わるのか
という話ですので、ある意味で哲学的なところ、倫理的な問題、スピリチュアルな問題が絡んできま
す。そうした内容を含めた話を、スタッフはちょっとはできるようになっていないといけません。	
 
ただ、リハビテーションスタッフはスピリチュアルケアについては専門家でもないし、その教育も
ほとんど受けていないはずですが、近年スピリチュアルケアのニーズはとても高くなっています。な
ぜかというと、医師による診療は３分間ですが、病棟でのリハビリテーションは20分間単位です。20
分間に患者さんは、このリハビリの先生、話を聞いてくれる先生かどうか、話をチョロ出ししてきま
す。聞いてくれないと感じたら、話すのを止めてしまいます。	
 
でも、こちらが共感しているとわかると、本音の話が出てくるようになります。本出しになってき
たら私たちスタッフとしては何をすればいいのか……聴く、が基本です。上手に聴くだけで、患者さ
んはとても落ち着いてきます。スピリチュアルケアは本当は大変なのですが、技術的には最初はあま
り難しくない。それをもうちょっと何とかしようとなると、とたんに難しくなるので、なるべくやら
ないほうがいい（笑）。基本の傾聴だけで十分です。ジーっと聴いてあげているだけで気分のよくな
る患者さんが半数ぐらいいます。	
 
こんなところのお答えでよろしいでしょうか……〔ありがとうございました〕。	
 
	
 
会場（病院、言語聴覚士）	
  私は病院で末期の方の食べることを担当しており、先ほどの安部先生
のお話をたいへん興味深く拝聴しました。私も、最終的には男性の患者さんが食べられなくなってい
るケースが多いな、とは感じておりました。また、私どもの病院では、がんの方の多くはぎりぎりま
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で食べたいとのご希望がたいへん強いのですが、一方でご家族は、患者さんが咽せる姿や吸引される
姿を見たくないと言われる方が多く、そのために、食べさせてほしくないと望まれる方々もおられま
す。ほかにもいろいろな意見がありまして、ST（言語聴覚士）として患者さんの食べるQOLにどう寄
り添い、関わっていけばいいのかな、といつも悩んでおります。終末期の食べることについて、ご本
人の希望とご家族の希望とのどちらを優先していくのがいいのか、などというところで、安部先生の
ご意見をいただけないでしょうか。	
 
	
 
安部	
  私の臨床経験ではまったく逆ですね。もちろん多い少ないの話ですが、私の経験でいきます
と、患者さんは「もう食べたくない」とか「食欲がない」と言っているのに、ご家族は「いま食べな
かったら死んじゃうよ、だから食べて！」と言われるのです。	
 
ただ、私の意見としてははっきりしていて簡単でして、終末期のときの一番大事なことは患者さん
のご希望を聞いて叶えてあげること、です。さきほど、終末期にはまずはQOLを上げることを考える
べきだと言いましたように、患者さんが食べたいと言っているなら、食べさせてあげることを考える、
これが私の意見であり答えです。	
 
じゃあ、患者さんのご家族が「見ているのが辛い」と言うなら、どうしたらいいのか……見ていて
あげるのがケアなのですよ、というしかありません。もちろん、見るに堪えられる限度はありますの
で、そこはご家族の様子も見ながら、患者さんの食べる量などに注意をはらい、「ちょっと多過ぎま
せんか、少し減らしましょうか？」「吸引が辛かったら、言ってくださいよ」、メニューで誤嚥しや
すいものがあったら「ちょっと水分を加えましょうか？」などと提案してみる、こちらとしてはあく
までも提案しかできません。それをひろうかどうかは、患者さんの意思です。	
 
もちろん、患者さんが意識障害だったり認知症で理解力が失われていれば、話は別ですが、大方の
患者さんは予後が日単位になってくるとご自分でもわかるようです。そのときに、こちらから「もう
食べるのを止めましょうか？」と言うまでもなく、わかっている患者さんなら「先生、もうだめ、食
べられないです」とご自分からおっしゃいます。	
 
英国やオーストラリアなどのホスピスでは、自力で食物を食べられなくなったとき、たいていの患
者さんは自ら「もうだめらしい」とおっしゃるそうです。それに対してご家族が「食べなさい」と言
うことはないらしく、耳にした経験はありません。しかし日本では多くの場合、「なんとか食べさせ
てやって」と言う家族がいて、それが適わないなら輸液や中心静脈栄養を望まれますが、英国など海
外ではそういうことはほとんどやっていません。	
 
こんなお答えでよろしいでしょうか……〔ありがとうございました〕。	
 
	
 
司会（加藤）	
  それでは予定時間もはるかに過ぎましたので、ここで安部能成先生のご講演を終え
たいと思います。	
 
本日のお話を聞いておりまして、やはりリハ職の人が患者さんのそばに一番長くいて、しかも患者
さんとときにはスピリチュアルなレベルでも接触していることが多いとわかりました。そこで、リハ
職が得た情報を、こんどは医師やナースにいかにフィードバックしていくのか、そこの協働作業が非
常に大切ではないかと私は感じました。そうした連携がうまくいっているということは、調整役の看
護が十分に機能している証といえるのではないかと思います。食べるか食べないかの問題も、看護が
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そこにうまく関与していけば、かなり変わった状況が生まれてくるのではないかと思われます。	
 
ですから、看護職にとってリハ職をいかに使いこなすか、逆にリハ職が看護職をいかに使っていく
か、というところが今後のチームケアの大きな課題になっていくことでしょう。	
 
私どもの診療所のような小さな組織では、比較的チーム内の風通しはいいと思うのですが、大病院
のように組織が分かれてくると、そういうところでお互いの風通しをどうよくしていくかが課題であ
り、難しいところだろうと思われます。	
 
本日はみなさま、ご来場ありがとうございました。安部先生にもう一度大きな拍手を贈りましょう。
〔拍手〕	
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