
　みなさん今晩は。本日は、お忙しい中お集まり
いただきありがとうございます。
　この「がんサバイバーシップオープンセミナー」
を始めたのは 2 年前からで、年 4 回のペースで、
今までで 8 回開催しました。親のがんを子ども
にどう伝えるか、お口のケアの話、あるいは情報
の話というように、生活に近い部分の様々なテー
マでやらせていただいております。
　本日は平成 29 年度の最初のセミナーです。

「知っておきたい！がんリハビリテーション」の
タイトルで、慶應義塾大学の辻哲也先生にお越し
いただきました。実は私は研究班で、4 年前に『が
んの療養とリハビリテーション』という冊子を作
る時に、辻先生には多大なご協力をいただき、さ
らにがん情報サービスの中にリハビリテーション
のコンテンツを作らせていただきました。
　私は、学生時代からリハビリテーションを習っ
てきたのですが、「がん」と「リハビリテーション」
はあまり結びついていませんでした。「がんリハ
ビリテーション」と言うとどうしても、たとえば乳

腺切除後の腕を挙げるためにするリハビリテー
ションといった、術後のものというイメージがあ
りました。それが先生のお話をうかがい、もっと
早い時から始めるものだと知り、本当に目からう
ろこが取れるような思いをしたことを今でも覚え
ています。
　今日はその話も含めて、がん領域のリハビリ
テーションがますます大事な分野になってきてい
るというお話がうかがえるものと思います。まだ

「案」が取れていませんが、29 年 10 月には閣議
決定されると言われている、第 3 期がん対策推
進基本計画においても、リハビリテーションとい
う項目が新たに立ちます。今までは「その他」の
中にリハビリテーションが隠されていたのが、1
歩前に出ます。患者さんの療養生活を良くするに
は、リハビリテーションはますます大事なものと
なってきています。辻先生のお話を聞いて、今後
のがん医療に何が必要なのか、ご意見をいただく
とともにリハビリテーションの大事さを知ってい
ただければと思います。よろしくお願いします。
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2017 年 9 月 8 日
18 時〜 19 時 30 分

国立がん研究センター　新研究棟セミナールーム AB　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

開会の挨拶

第 9 回　がんサバイバーシップオープンセミナー

6 Ⅰ　オープンセミナー・第 9 回

�ん本.indb   6 2018/03/24   14:56



　みなさん今晩は。「がんサバイバーシップオー
プンセミナー」の司会を担当します、がんサバイ
バーシップ支援部長の高橋と申します。よろしく
お願いします。
　今日は辻哲也先生にお出でいただきました。本
日の進行ですが、辻先生から 1 時間ほどメイン
テーマの「がんリハビリーテーション」について
お話をいただきます。続きまして 30 分間、しっ
かりと質疑応答の時間をとっています。みなさん
どうぞ質問を考えながらお聴きください。これも
毎回お願いすることですが、個人的なご相談は、
全体の場所ではどうぞご遠慮ください。お聞きに
なりたいことはたくさんあると思いますが、個人
の相談は主治医の先生や、あるいは主治医の先生
からリハビリテーションの専門の方々につなげて
いただくということでお願いします。おそらく今
日は、その「つながり方」のお話もあるかと思い
ますので。

　本日は 155 名の申し込みをいただきました。
その内 82 名が患者さんご本人、あるいはご家族
の方です。ほかには、医療従事者 30 名、企業の
方 14 名、メディアの方も 9 名など、色々な背景
の方がいらっしゃいます。
　もうひとつ、今日ここでお話しいただいたご講
演内容、そして質疑応答は、全部テープ起こしを
経て、共有しても良いスライドを入れた形で『報
告書』にまとめます。昨年、一昨年の『報告書』は、
がんサバイバーシップ支援部のサイト（https://
www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/05survivor/ 
05survivor_05.html）からダウンロードしてご
覧いただくことができます。今日のやり取りも『報
告書』にまとめて後でお読みいただけるというこ
とをお伝えしておきます。
　では、慶應義塾大学医学部リハビリテーション
医学教室の辻哲也先生にお話をいただきたいと思
います。どうぞよろしくお願いいたします。

高橋　　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

セミナーを始めるにあたって
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はじめに

　みなさま今晩は、ご紹介いただいた辻と申しま
す。
　リハビリテーションというとどのようなことを
頭に思い浮かべるでしょうか？たとえば、脳卒中
の患者さんや腰や膝の痛い方、手足の骨折の後や
切断、あるいは神経難病の方など、様々な障害を
持つ患者さんに対して、リハビリテーションはと
ても大事です。
　私はリハビリテーションの専門の医師です。縁
あって 2002 年に静岡がんセンターに立ち上げ
の時から関わる機会がありました。赴任する時に
は、がん診療の中でリハビリテーションが本当に
必要なのかどうか、半信半疑であったというのが
正直なところです。がんの患者さんとの実際の診
療の経験を通じて、リハビリテーションはとても
大事だということを実感しました。その経験をも
とに、現在は慶應義塾大学病院でのがんリハビリ
テーションの実践とともに、全国的にもまだまだ
がんリハビリテーションは浸透していませんの
で、普及啓発活動や人材育成など様々な取組みを
しています。

がん患者の現状と将来
―必要度高まるがんリハビリテーション

　スライド 1 は「がん 2015 年問題」を示した
グラフです。2003 年の時には、「5 年未満がん
生存者」である今がんと闘っている方と、「5 年
以上がん生存者」であるがんを克服された方を合
わせて 298 万人でした。その当時、今から 2 年
前の 2015 年には 500 万人を超す時代が来るだ
ろうと言われておりましたが、実際に今はそうい
う時代が来ています。
　がんは高齢の方が罹りやすい病気ですから、高
齢人口が今は増えているので、それによりがんに
罹る人が増えております。一方では、官民あげた

辻　哲也
慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室准教授／腫瘍センターリハビリテーション部門長

知っておきたい！ がんリハビリテーション
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取組みで、がん治療はだいぶ進歩してきました。
今は平均すると 5 年生存率が 60％を超す時代に
なり、少なくとも半数は助かる時代になってきて
います。また根治はされない方でも、化学療法や
放射線治療が進歩し、身体の中にがんがある「担
がん状態」という、がんと共存しながら生きてい
く期間が非常に延びてきていることもあります。
そういう諸々のことが、がんサバイバーが増えて
いることの原因となっています。
　がんサバイバーが増えると、がんの治療によっ
て生じる色々な身体の障害を持つ方も増えます。
日常生活動作、自分で色々なことをやっていく能
力のことを ADL（Activities of daily living: 日
常生活動作）と言いますが、そうした ADL の改
善や障害の軽減を目的としたがんのリハビリテー
ションの重要性は今後ますます増えていくことが
予想されます。一昔前の「生きられれば御の字」
という時代から、がんを克服された方々が生きて
いる期間、サバイバーとしてどのようにその期間
を生きていくのか、生活の質をしっかり考えてい
こうというように、患者さんやご家族の方、医療
者も考え方がだいぶ変わってきました。そのよう
な状況の中で、サポーティブケアとして、がんの
治療だけではなくがんにともなう色々な生活面や
安全面で支障が出てくることに対してしっかりサ
ポートしていくことが重要になってきています。
その一環としてがんリハビリテーションが位置づ
けられます。
　スライド 2 はわが国のがんの現状と将来予測
を示しています。2 人に 1 人が生涯のうちがん
に罹り、3 人に 1 人ががんで亡くなります。が
んに罹る患者さんや死亡者数は、どんどん増えて
いて、がん多死社会とも言われています。ただ高
齢者だけではなく働き盛り世代の方々も死因の 4
割ががんですし、小児でも病死の第 1 位はがん
ということで、がんというのは、世代を超えてそ
の対策に取組まなければいけない疾病であること

が分かります。ただ治療の進歩とともに死亡率は、
だいぶ減少し、それにともない生存率が向上して、
がん経験者、サバイバーの方々が、これから年に
60 万人ずつ増えていくと予想されています。
　これは日本だけではなく先進国全般に言えるこ
とで、アメリカでも今は、がんの患者さんは、
1,550 万人の生存者、サバイバーの方々がいらっ
しゃいます。生存者の方はこの後、右肩上がりで
日本と同じ状況で増えていく。2026 年までには、
2,000 万人を超す時代が来るだろうという予測
もされています（スライド 3）。
　がんリハビリテーションを考える時に病期別に
目的を分類することがよくやられます（スライド
4）。がんと診断されてまだ治療も後遺症もない

「予防的」段階、たとえば手術前の呼吸リハビリ

スライド 2　わが国のがんの現状と将来予測

スライド 3　Cancer Survivorship
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テーションなどはそれに当ります。治療が開始さ
れてがんと闘っている時、あるいはがんの治療自
体は終了し完治したが、色々な後遺症が残った患
者さんに対する対策は、「回復的」なリハビリテー
ションです。通常のリハビリテーションというと
これがイメージされると思います。がんリハビリ
テーションで特徴的なのは「維持的」リハビリテー
ションと「緩和的」リハビリテーションです。「維
持的」リハビリテーションは、再発や転移などで
身体にがんがある「担がん状態」、がんと共存し
ている時期のリハビリテーションです。元気で積
極的な治療が行われている時の「維持的」な対応
となります。そして余命が半年と推測されるよう
な患者さんに対する「緩和的」リハビリテーショ
ンの時期です。この時期は、患者さんの希望、要

望を尊重しながら症状の緩和を主体にして、生活
の質・QOL が高い生活をとれるように支援して
いきます。あらゆる時期に目的を変えながらリハ
ビリテーションの必要性があるのだと思います。
　スライド 5 はアメリカのハーバード大学のが
んリハビリテーションの専門家であるジルバ先生
のスライドです。これでも同じことが言えます。
治療の前からリハビリテーションを行うことで底
上げをしていく。この図は縦軸が身体の機能です。
診断された時からリハビリテーションが始まり、
治療中もリハビリテーションを行うことで機能の
低下をできるだけ予防し、押さえ、また治療が終
了した後もしっかりリハビリテーションを行うこ
とで元に戻っていくような流れです。これをやら
ないとガタガタと身体機能が落ちてしまうという
形のグラフになっています。
　リハビリテーションの対象となる障害ですが、
大きく分けてがんそのものによる障害とがんの治
療の過程で生じる障害があります。がんそのもの
の障害としては、骨に転移すると痛みが出ますし、
骨がもろくなって骨折を起こす危険もあります。
それから脳から脊髄を通り神経の束があります
が、こういうところががんによってダメージを受
けてしまうと色々な神経症状が出たり、言語障害
が出たりします。
　それから治療の過程において生じる障害として

スライド 6　がんリハビリテーションの対象となる障害の種類

スライド 5　 Cancer Survivor Health & 
 Function Trajectory

スライド 4　がんのリハビリテーションの病期別の目的
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は、抗がん剤や放射線治療をうけるとどうしても
「安静」になりやすく、体力も筋力も落ちてしま
います。それからお腹や胸の手術、乳がんや舌が
んの手術を行うと色々な障害が出ますから、それ
に対するリハビリテーションももちろん大事にな
ります。また抗がん剤など化学療法や放射線治療
もそうですが、様々な副作用が出ますので、その
副作用による障害に対してもリハビリテーション
を行う必要があります（スライド 6）。

がん対策基本法成立を契機にしたリハビ
リテーションへの取組み

　日本では医療者もなかなか、がんとリハビリ
テーションが結びつかない時代が長く続いていた
のですが、そういう中で、がん対策基本法が
2006 年に成立したのは非常に大きなインパクト
がありました。基本的な施策として、がん患者の
医療生活の質の維持向上が挙げられています。生
活の質（QOL）をしっかりサポートする施策を
国としても行っていこうということが決まり、が
ん対策基本計画が 2007 年から始まりました（ス
ライド 7）。
　2016 年 12 月には改正がん対策基本法が成立
し、その 17 条には「がん患者の状況に応じた良
質なリハビリテーションの提供が確保されるよう
にすること」と明記され、法律の中にも「リハビ
リテーション」という文言が、初めて加えられま
した。2017 年からの第 3 期がん対策基本計画
では、リハビリテーションは、大きな柱の 1 つ
になっています（スライド 8）。
　がん対策基本計画のひとつの取組みとして、
2007 年にリハビリテーションを担う医療職を育
成することを目的に、がんのリハビリテーション
実 践 ワ ー ク シ ョ ッ プ CAREER（Cancer 
Rehabilitation Educational program for 
Rehabilitation teams）（スライド 9）が始まり

ました。1 つの病院からグループとして、医師、
看護師、リハビリテーションのセラピストなどが
参加する 2 日間の研修で、座学やグループワーク、

スライド 7　がん対策基本法（2006 年 6 月成立）

スライド 9　がんのリハビリテーション実践ワークショップ

スライド8　改正がん対策基本法の概要（2016年12月9日）

11知っておきたい！ がんリハビリテーション　

�ん本.indb   11 2018/03/24   14:57



実演、実習、カンファレンスンなどを含めたもの
になっています。
　2010 年には、診療報酬改定で、がん患者リハ

ビリテーション料、つまりがん患者さんにリハビ
リテーションを行うことの診療報酬が初めて設定
されました（スライド 10）。
　スライド 11 がその要件です。あらゆる病期、
治療、目的が網羅されています。ただ「入院中」
の患者に限定されます。がん医療が外来中心にな
りつつある現在、リハビリテーションが外来まで
拡大されればさらに良いと思います。そこで、診
療報酬改定に向けて、関連する学会・協会から国
に要望を出しているところです。
　それでは実際にがん患者リハビリテーション料
を算定する、つまりがん患者さんのリハビリテー
ションを行っているところは全国でどれぐらいあ
るのか、がん診療連携拠点病院をがん情報サービ
スで調べてみると、2016 年 6 月には約 80％の
病院で実施されていました。入院中のがんリハビ
リテーションは、一般の医療機関ではやられるよ
うになってきています、一方、外来では 2016
年のがん診療連携拠点病院を対象にしたアンケー
ト調査では 2 〜 3 割ぐらいしかやられていない
ので、外来にも拡大していければ良いなと思いま
すし、そのためには診療報酬のところで少し要件
が緩和されるともっと取組みやすくなると思いま
す（スライド 12）。
　それからがん患者リハビリテーション料を算定
するためには、先ほど申しあげた CAREER を受
講した者が算定できることになっていて、それに
よりリハビリテーションの治療の質が担保されて
います。
　質の高いがんリハビリテーションを行うために
は、診療ガイドラインもとても大事です。研究班

（厚生労働科学研究：第 3 次対がん総合戦略研究
事業―がんのリハビリテーションガイドライン作
成のためのシステム構築に関する研究）と日本リ
ハビリテーション医学会と共同で取組み、2013
年に初めて『がんのリハビリテーションガイドラ
イン』ができあがりました。その診療ガイドライ

スライド 10　がん医療の推進について

スライド 11　がん患者リハビリテーション料の対象患者

スライド 12　 全国がん診療連携拠点病院におけるがんリハ
ビリテーション実施状況
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ンをもとにした『がんのリハビリテーションベス
トプラクティス』号も刊行されました。日本リハ
ビリテーション医学会やがん治療学会、Minds
という診療ガイドラインを網羅したサイトから、
無料でダウンロードすることができます。2016
年秋から 2 版の策定に向けて作業が開始され、
2019 年中には公開できればと考えています。ま
た次回は医療者向けだけではなく、一般の方向け
の診療ガイドラインもぜひ提供できればと考えて
います。

病期ごとのリハビリテーションの実際

　これから具体的なリハビリテーションについて
少し病期別、目的別にお話を進めたいと思います。
最初は予防的、回復的リハビリテーションにかけ
てのところです。治療開始前から始めるというこ
とです。それによってどのようにリハビリテー
ションを行っていくかが分かれば不安も解消でき
るし、合併症、後遺症も軽減できて、スムーズな
回復につながるのではないかということです。
　通常はリハビリテーションというと、手術が行
われて何か合併症や後遺症が起きてからリハビリ
テーションが開始されるというのが一般的だと思
いますが、がんリハビリテーションの場合は手術
の前からリハビリテーションを行って、手術の後
の早くからリハビリテーションを行うことで合併
症を起こさせない、後遺症を軽減させるというも
のです（スライド 13）。
　色々な研究報告でもこの有効性が検証されてい
て、『ガイドライン』でも推奨されています。手
術前に患者さんと面識を持っていれば、スムーズ
な信頼関係も最初からできているので手術後もリ
ハビリテーションを行うことができると思いま
す。また患者さんは、手術の不安ももちろん強い
のですが、手術後にどのような後遺症が出て、ど
うやって自宅に帰り、どうやって社会復帰してい

くのかについても不安を持たれている方はたくさ
んいますから、手術前にリハビリテーションの立
場から説明できるとその不安の軽減にもつながり
ますし、どうやってリハビリテーションで回復し
ていくのかというイメージを持っていただくこと
もできます。
　手術後は早くからベッドから離れてリハビリ
テーションを行っていくことが大事なのですが、
その必要性を手術前に理解していただければ、手
術後もちょっと辛いけれど頑張ろうというように
意欲を高く持ってやっていただくことにつながる
と思います。また手術前に、たとえば腹式呼吸と
か痰の出し方の練習や、色々な呼吸訓練の機器を
使うやり方をリハーサルとして習得しておいても
らえれば、術後はそのコツが分かっていれば、す
ぐに実際に本番で手術後にできると思います。術
後にいきなりそういうやり方を指導しても、不安
定な時期には、なかなか習得は容易ではないと思
います。そうした色々な理由から手術前からの取
組みが必要だということです。先ほどのがんリハ
ビリテーション料の算定も治療前から介入するこ
とで算定ができるという要件になっています。海
外でもこれは同じで「前」は英語では「pre」と
いうので「pre」と「rehabilitation」を組み合
わせて prehabilitation という造語で言われるこ

スライド 13　周術期リハビリテーション
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ともあります。
　実際に手術後には、痛みもありますが、痛み止
めも使いながら早くから起き上がって、色々な呼
吸リハビリテーションを行って合併症を起こさせ
ないようにしましょうということです。手術期で
代表的なものは肺がんや食道がん、胃がん、肝が
んで、胸を開けたり、お腹を開けたりするがんの
手術です。そういう手術後は、どうしても痰がた
まりやすくなり肺炎や痰詰まりで無気肺を起こし
やすいので、術前にしっかりその必要性を理解し
てもらい、やり方も習得しておいてもらいます。
手術後には本番で深呼吸を意識的にして、痰も痛
みがあってもすぐに出せるようにハフィングとい
うテクニックがありますが、それと合わせてやっ
てもらう。それからしっかりと角度をつけた体位
変換をして痰が 1 ヵ所にたまらないようにしま
す。インセンティブ・スパイロメトリという呼吸
訓練の器械があるので、こういうもので練習しま
す。
　やはりいちばん大事なのは早くから起きること
です。このスライド 14 に写っている方は、食道
がんの患者さんで、手術の翌日から起きています。
もちろん複数名の医療スタッフが周りにつき、リ
スク管理をしながらやっています。それによって
足・腰も弱りませんし、痰も出しやすくなります。

そうして立ち上がって歩きます。呼吸リハビリ
テーションとしては 1 週間でだいたい一段落な
のですが、体力面が弱っている方の場合は、スラ
イドの最後の写真にあるように持久力訓練として
自転車をこいだり、しっかり歩いたりすることに
つなげていきます。
　退院した時もまだ十分回復はしていません。術
前を 100 とするとどのくらい体力が下がってい
るのかを調べた研究があります。食道がんの患者
さんのデータですが、退院した時には、肺機能は
まだ落ちていて、肋骨を開けるとどうしても痛み
があり、肺にしっかりと空気を吸い込むことがで
きません。体力を測るシャトルウォーキングテス
トという評価法がありますが、これが 2 割ほど
落ちます。体重も 9 割ぐらいのところで遷延し
ています。入院中はしっかりリハビリテーション
を行っても、退院後は一般的にリハビリテーショ
ンを行わなくなってしまいます。家に帰るとセラ
ピストが付き添うことはできないので、とくに高
齢の方などは、家に帰るとあまり動かくなり、食
欲も出ずに、肺炎などを起こして再入院という
ケースもあります。退院後もしっかりとフォロー、
観察をして必要に応じたリハビリテーション介入
をしていくことが大事だと思います。

がん種別にみたリハビリテーション
―頭頸部がん、骨・軟部腫瘍、脳腫瘍、脊髄腫瘍

　頭頸部のがんには、大きく分けて舌がんと咽頭
がんと喉頭がんがあります。初期であれば手術も
少し取ったり、放射線による治療ですが、かなり
がんが大きくなっている場合は、患部をごそっと
外科的に取ることで根治をめざします。そうする
とどうしても重要な機能を担っている場所ですか
ら色々な障害が出てきます。欠損したところには
皮弁といってお腹の筋肉などを持ってきて形は作
ります。ただ機能は悪くなるので機能再建という

スライド 14　 周術期（開胸・開腹術）呼吸リハビリテーショ
ンの実際
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リハビリテーションがとても大事になります。た
とえばスライド 15 は、舌がんの患者さんですが、
腹部の皮弁をデザインして取ってきて、切除した
部分にその皮弁を移植します。血管はつなげてい
るので色は良いのですが、神経は通常つなぎませ
んから動きません。残った舌根で全部動かさなく
てはいけないのでどうしても舌の動きが悪くなっ
てしまい、呂律が回らない構音障害や、食べるこ
との嚥下障害が起こります。食事やコミュニケー
ションの取り方、復職などに問題が出てくるので
リハビリテーションをする必要があります。
　またこういう頭頸部のがんの方は、頸のリンパ
節を郭清することが再発予防、根治のためには重
要になります。そうするとそこにある副神経がダ
メージを受けやすくなります。副神経というのは
肩に来ている僧帽筋という筋肉を支配しているの
で、僧帽筋麻痺が起きます。僧帽筋は肩甲骨を動
かす役割をしているので肩甲骨がスライド 16 に
あるように露出してしまい、筋肉がそげてしまい
ます。肩甲骨を動かさないと肩の挙りが悪くなっ
てしまうので色々な障害が出てきます。錆びつい
てしまい、挙がらなくなると痛みも出てきますか
ら神経の回復に応じたリハビリテーションが必要
になります。
　喉頭は声帯がついているので、そこが切除され

てしまうと声が出なくなり、声を失ってしまいま
す。そこで代用音声訓練が必要になります。電気
式の人工喉頭は、スライド 17 にあるようなス
ティック状のものを喉に当てると「ブー」と音が
します。それで口で「ア」とか「ウ」のように口
でかたちをつくると共鳴して音が出ます。ロボッ
トのような抑揚がない声なのですが聞き取れま
す。お仕事でも使えますが片手がふさがってしま
うのがデメリットです。ただ習得が容易なので入
院中からこれをやっていただき習得していただく
ことになります。やはり声を出すというのは不安
ですが、その不安の軽減にももちろんつながりま
す。
　それから食道発声です。ちょっとガラガラした
声になりますが肉声に近い声が出ます。これは空

スライド 15　腹直筋皮弁と再建された舌 スライド 17　喉頭摘出術後の発声障害

スライド 16　 頭頸部がん（舌がん、咽頭がんなど）術後の
嚥下・言語障害・肩運動障害
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気を食道に飲み込んで出てくる時の摩擦音で、
ゲップの要領です。意識的に空気を飲み込んでや
るという方法ですが、これは少し時間がかかるの
で半年、1 年と練習してもらいます。
　それからシャント発声です。これは食道発声と
同じようなものですが気管食道瘻という管を入れ
ます。そうすると空気の流入が良くなるので食道
発声がなかなか難しい方でも約 9 割の方はでき
るようになります。手術が必要なこととメインテ
ナンスが必要だということがデメリットとしては
あります。ただ、今はだいぶ普及してきていて、
日本でも行われるようになってきています。
　入院中に電気式人工喉頭を練習してもらい、食
道発声を外来でも継続して練習する。希望があれ
ばシャント発声のための手術を行うという流れで
やられます（スライド 18）。
　それから骨・軟部腫瘍に対する手術です。希少
がんが多いのですが、切断すればもちろん義手と
か義足の練習が必要ですし、腫瘍用の人工関節を
入れても手術後のリハビリテーションは必要で
す。また脳の腫瘍や脊髄の腫瘍で、原発性のもの
もあるし、転移性のものもありますが、色々な神
経の症状が出ますから治療計画や予後に注意しな
がらリハビリテーションを行うことが必要になり
ます。

がん種別にみたリハビリテーション
―乳がん・婦人科がんのリンパ浮腫

　乳がんの患者さんは、乳房を切除したり、ある
いは温存術や腋のリンパ節郭清などがあります
が、どうしても痛みがありますし、突っ張ってく
るので肩が挙がらなくなりやすい。肩を挙げない
でおくと癒着、つまり錆びついてしまうので、錆
びつかないようにするには、予防的に肩の運動が
必要になります。また腋のリンパ節を取ったり、
骨盤内のリンパ節を取られると、手や足から来る
リンパ管とつながっているので、中を通っている
リンパ液の流れが悪くなって、リンパ液がたまっ
て手足がむくんできます。したがって予防と早期
発見、早期治療が必要です。そうしないと進行し
て、手が棍棒状になり、手として使えない廃用手
になってしまいますし、足もスライド 19 にある
ように太くなってきますと杖がないと歩けないと
いう運動障害を生じてしまいます。
　リンパ浮腫については、郭清した方の発症率が
2 〜 3 割ぐらいで、センチネルで 1、2 個のリン
パ節を取った方は、重症にはなりにくいのですが、
それでも出る可能性はあると言われています。リ
ンパ浮腫が発症すると蜂窩織炎という感染症を超
す方が 2 割ぐらいいて、いったん発症してしま
うと、半分の方は 2 回、3 回と蜂窩織炎を繰り

スライド 18　代用音声の訓練の流れ

スライド 19　 乳がん術後の肩運動障害／乳がん・子宮がん
術後のリンパ浮腫
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返すと言われています（スライド 20）。
　婦人科のがんで骨盤のリンパ節を取った手術の
場合も、発現頻度は 2 〜 3 割ぐらいと言われて
います。とくに傍大動脈リンパ節という深いとこ
ろのリンパ節を取ったり、術後放射線療法の方は、
発症率が上がると言われています（スライド
21）。
　リンパ浮腫は進行してしまうとスライド 22 に
あるように皮膚が固くなってざらざらして、いわ
ゆる象皮症と言われる象の皮膚みたいになってし
まったり、イボが出てきたりするので一見して分
かるのですが、まだ早期の間は太いだけで柔らか
かったりするので、なかなか分かりにくいところ
があります。
　国際リンパ学会のリンパ浮腫の病期分類でも 1

期が初期で、夕方にむくみますが、夜の間、安静
にして寝ていれば、朝にはリンパ浮腫がないとい
う状態です。2 期前期は、朝にもむくみが戻らな
い状態です。ただまだまだ軽い時期です。2 期後
期は、朝にも戻らないし、むくみが少し硬くなっ
て、皮膚の変化を起こしてきている組織線維化を
起こしている状態です。3 期はいわゆる象皮症で
す。イボが出たり、ざらざらして皮膚変化が出て
くる時期です。できるだけ 1 期や 2 期の早期の
あたりで対応して、それ以上進行させない、食い
止めるための早期発見がとても大事になります

（スライド 23）。
　治療としては複合的治療です。心臓から血管で
血液が流れてきます。動脈では手足に流れ、戻っ
てくる時に静脈やリンパ管で戻っていきますが、

スライド 20　乳がん術後のリンパ浮腫 スライド 22　リンパ浮腫の診断

スライド 23　 国際リンパ学会（ISL）によるリンパ浮腫病期
分類

スライド 21　術後下肢リンパ浮腫の実態調査
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だいたい静脈が 9 割、リンパ管が 1 割ぐらい担っ
ていると言われています。そのリンパ管が手足の
根元、腋や股のところでリンパ節をつくり、その
リンパ節が手術で取られてしまったり、放射線の
照射でダメージを受けると、流れが悪くなり、リ
ンパ液が手足にたまってしまいます。そのむくん
だ状態をリンパ浮腫と言います。大事なのは日常
生活指導です。日常生活で患肢に負担をかけない
ことと、感染を予防するためのスキンケアです。
それから圧迫療法、圧迫下での運動療法と用手的
リンパドレナージになります。
　日常生活では負担をかけないこともそうです
が、体重を増やさないことも重要です。スライド
24 に描かれているのはガーデニングですが、手
にむくみがあれば長袖、足であれば長ズボンをは
き、皮膚が直接傷つくことがないように予防をし
ていく。それから多層包帯法でしっかり巻き上げ
ていく。あまり伸びない包帯です。その上で運動
するとリンパの流れが良くなる。ある程度良く
なったら弾性ストッキングやスリーブで維持をし
ていく。それから用手的リンパドレナージ。これ
らを組み合わせて行うことが治療としては標準的
に行われています。

最近のリンパ浮腫対策の進化
―保険適応・研修・人材育成

　予防と早期発見、早期治療をするためには各科
の連携がとても大事です。スライド 25 は慶應病
院の例ですが、治療を担うリハビリ科とリンパ浮
腫を生じさせる手術を行う婦人科と乳腺外科、そ
れからできれば泌尿器科もあると良いです。手術
としてリンパ管静脈吻合術も実施されるように
なっていますので形成外科も参加します。またリ
ンパ浮腫ではなくても静脈系の浮腫や先天奇形の
方もいます。高齢者の方や糖尿の方、肥満症でむ
くんでいる方が大変増えているので、フットケア
外来などと連携することも重要になります。多職
種でカンファレンスを開いたり、講習会を開催し
て普及啓発をしたり、パンフレットを作成し、共
通化したり、手技の確認などの取組みを行ってい
ます。
　リンパ浮腫については予防するための指導料は
今までも算定でき、弾性着衣のストッキングやス
リーブも算定できたのですが、前回の診療報酬改
定では、リンパ浮腫複合的治療料が新設されて、
これは非常に画期的だと思います。また指導管理
料は今までは医師、看護師、理学療法士だけでし
たが、作業療法士も算定して良いとなりましたの

スライド 24　複合的治療

スライド 25　 慶應義塾大学病院リンパ浮腫対策 
―各部門の連携―
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で、日本でリンパ浮腫対策が十分やられていない
中でこれから進んでいければ良いと思っています

（スライド 26）。人材不足に対しては、がんリハ
ビリテーションでは CAREER プログラムを取り
込んでいますが、リンパ浮腫についても厚労省の
後援で新・リンパ浮腫研修を行っていて、年に 2
回行って、今まで 1,300 名ほどが受講されてい
ます（スライド 27）。
　4 日間の研修になります。それを座学で行い、
実技に関しては既存の養成校が全国で 10 校ほど
ありますので、そういうところにステップアップ
していきます。そういう流れで行われます。複合
的治療料もこうした専門的研修を受けたセラピス
トが算定できるということで、治療の質の担保を

図っています（スライド 28）。
　実際にリンパ浮腫対策をやっている病院はどこ
にあるかということですが、がん情報サービスに

「病院を探す」というところがありますから、そ
こで研修修了者が対応する病院を検索していただ
くと出てきます。まだまだ状況としては寂しいと
ころがあり、これにまったくヒットせず 0 件と
いうような県もあります。それでも関東圏はまだ
多いと思います。
　診療のエビデンスに関しては『リンパ浮腫診療
ガイドライン』があります。患者さん向けの『が
ん治療とリンパ浮腫』といった冊子もできあがっ
ています。これもがん情報サービスからダウン
ロードすることが可能です（スライド 29）。

スライド 26　リンパ浮腫に関する保険適応について スライド 28　今後のリンパ浮腫の方向性（2013 年度〜）

スライド 27　新・リンパ浮腫研修（厚労省後援）

スライド 29　リンパ浮腫の刊行物
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放射線・化学療法中・後のリハビリテー
ション―運動療法

　次は、放射線・化学療法中・後です。こういう
時期は、がんそのものや治療の副作用で痛みや嘔
気、全身倦怠感が出ます。消化器系の手術で嘔気
や下痢、それから口内炎で食べられなかったりし
ます。また骨髄抑制で白血球が低下すると感染リ
スクが高まり、そうなると個室隔離でクリーン
ルームに入り、それが精神的にストレスになりま
す。昼間でもベッド上で寝ていて臥床しがちで、
リハビリテーションの立場から言うと不活動の悪
循環になります。すなわち、寝ていると筋肉量は
落ちて関節も固くなります。そうなると、疲れる
と痛いし、ますます動きたくなくなってしまう。
動かないとまたどんどんそういう状況が悪化して
しまうという悪循環に陥り、廃用症候群を生じて
しまいます。
　実際に手術後や放射線・化学療法中のがん患者
の 70％は、疲労感や運動能力の低下がみられ、
がん治療後の生存患者の 30％は、何年も体力や
持久力低下を経験しているという報告もあります

（スライド 30）。
　スライド 31 は、先ほどの『がんのリハビリテー
ションガイドライン』から引用したものです。化
学療法・放射線治療が行われている最中や、その
後の患者さんに対して運動療法を行うと身体活動
性や身体機能、生活の質（QOL）、倦怠感という、
いずれの症状の改善も見込めるということが、非
常に質の高い研究報告で検証されているので、グ
レード A という高い推奨レベルで推奨されてい
ます。
　運動すると身体の機能が良くなるということは
分りやすいと思いますが、なぜ QOL や症状も良
くなるのでしょうか？全身の倦怠感が苦痛である
と訴えられる患者さんは多いのですが、治療中は
動かないでいるとどうしても身体の機能が落ちて

しまいます。1 週間や 2 週間動かないでいると、
普通であればまったく問題なくできていた動作
が、ちょっと動くと疲れてしまう。疲れてしまう
とまためんどうなのでやらなくなるという悪循環
に陥ってしまいます。運動することで身体の機能
が向上できなくても維持はできます。そうなると
あまり動かなくても倦怠感は生じない。そうすれ
ばまた動いていけるという良い循環、好循環に
なっていきます。また運動すると気分も良くなる
という報告はたくさんあります。そうなると生活
の質も上がります。この 2 つの効果があると言
われています。
　開始の時期としては治療中からです。治療後か
らですと機能が落ちてしまっていて、そこから底
上げをするのはなかなか大変なので落ちる前の治
療中からやらなければいけません。

スライド 30　放射線・化学療法中・後

スライド 31　 化学療法あるいは放射線療法が行われる予定
の患者または行われた患者（『がんのリハビ
リテーションガイドライン』第 7 章）
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　それではどのような運動が良いのかということ
ですが、そう特別なものではなく、ウォーキング
とか自転車エルゴメーターのような有酸素運動と
レジスタンストレーニングいわゆる筋トレを組み
合わせて行います。治療中の場合は低いレベルの
強度でリスク管理をしながら、担当の先生とも相
談しながら、まずは運動を行うことの習慣づけを
します。もちろん副作用がとても出ていて運動ど
ころではないという時もあると思いますが、日に
よって、時間によって調子の良い時には意識して
少し動いてみようとすることが大事だと思います

（スライド 32）。
　American Cancer Society（アメリカがん協
会）のガイドラインでは、がんサバイバーの日常
生活の目標が定められています。「健全な体重の

維持」です。肥満になってしまうと再発率も増え
ますから、これも大事です。それから「活動的な
生活習慣」と「健康的な食生活」です。バランス
良く食べましょうということが推奨されています

（スライド 33）。
　運動については、有酸素運動は週に 150 分です。
たとえば週に 5 日間、1 日 30 分のウォーキング
をしたり、少し強度の高い運動、たとえば水泳な
ら 1 週間に 75 分と言われています。筋力トレー
ニングは隔日で 2 日に 1 回やるぐらい。あとはス
トレッチです。どのくらいの強度が良いかと言い
ますと最初は楽に、ややきついぐらいが推奨され
ています。最初からあまり頑張りすぎてしまうと
続かないので、最初は少し軽めでもやはり毎日継
続することが大事だと思います（スライド 34）。
　スライド 35 は、本日もご参加の広瀬真奈美さ

スライド 35　運動不足セルフチェック表

スライド 32　 運動療法に関する記載（NCCN Guidelines 
for Supportive Care Cancer-Related 
Fatigue）

スライド 33　 日常生活上の目標（American Cancer 
Society のガイドラインより）

スライド 34　米国スポーツ医学会 ACSM が推奨する運動
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んが代表をされているキャンサーフィットネスと
いう団体が提供しているパンフレットから引用し
た「運動不足セルフチェック表」です。ぜひ、こ
れをやってみていただき、ご自身がどのくらいの
レベルなのかを見ていただくと良いと思います。
　こういうパンフレットもありまして、運動のや
り方やラジオ体操、筋トレの仕方、ストレッチな
ども紹介していて、そう特別なものはないので自
分に負担のない範囲で、まずは習慣づけていけば
良いのかなと思っています。
　たとえば歩くにしてもゆっくり何となく歩くの

ではなく、ちょっと意識をして、背筋を伸ばして
大きく手を振り、大股で、かかとから着地すると
いうことを意識して歩くことを習慣づけていくの
も良いかなと思います（スライド 36）。
　ただ身体の中にがんがある「担がん状態」で運
動をされている方は色々なリスクがあるので、そ
こは注意しなければいけません。骨転移がある方、
骨粗鬆症、リンパ浮腫、心疾患や肺疾患、変形性
関節症、肥満がある場合などです。これは担当医
と相談しながら、どこまで運動したら良いかを決
めてやっていくのが大事だと思います（スライド
37）。

悪液質には早期の運動リハビリテーショ
ンと栄養管理が重要

　次の話題はがん悪液質です。以前は、がんにな
るとやせて食べられず、衰弱して亡くなることが
多かった。その原因は良く分らなかったのですが、
今はだいぶ解明されています。がん悪液質は、筋
肉量の減少によって特徴づけられる複合的代謝性
疾患ということです。がん自体から色々な物質が

スライド 36　運動リハビリの歩き方

スライド 37　リスクごとのリハビリテーション治療の方針 出てくると脳に作用
すると不快な症状が
出て食べられなくな
ります。炎症性のサ
イトカインというホ
ルモン類似物質が出
てくると筋肉に作用
すると筋肉が分解さ
れてしまいます。そ
うすると筋肉自体が
だんだんそげてしま
う。食べられなけれ
ばもちろん体重が落
ちて筋肉がそげます
し、筋肉自体にも直
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接悪さをして分解をしてしまう。炎症を起こして
いるので動かない状態でも体重はどんどん減って
きて、それで食べられないとよけいに減ります（ス
ライド 38）。
　復習しますと、悪液質によって色々なホルモン
類似物質のサイトカインなどが出てきて、それ自
体で筋肉がそげて筋力低下が起きます。筋委縮と
いうのは筋肉がそげるということですが、これは
サルコペニアと言います。それから脳に作用して
食べられなくなると栄養不足になり体重が落ち、
筋肉も落ちてきます。そういう状態になると疲れ
てしまうし、膝も折れてしまうし、動けなくなっ
てしまう。こういう状態を不活動による廃用性サ
ルコペニアと言います。3 通りから筋肉が落ち、
活動性が落ち、色々なことができなくなってしま
いますので早くから運動や栄養管理をしていくこ
とが大事だということが分かります（スライド
39）
　実際に肺がんや消化器系がんの進行しているが
ん患者さんで、握力の弱い方と握力の強い方では、
握力の強い方の方が生存率は長いです。
　6 分間歩行というのは、6 分間でどのくらい歩
けるかという距離を見るもので、体力の指標にな
ります。これも肺がんの進行された方で 6 分間
歩行が長くできる方のほうが生存率が高い、これ

は因果関係は分からないのですが、やはり全身の
筋肉や体力と生命期間は、密に影響し合っている
関係にあるのかと思います（スライド 40）。
　悪液質状態の患者さんに対して、運動や栄養管
理の効果をみた質の高い研究は、今までほとんど
ありません。研究デザインをなかなか組みにくい
ということがありました。今まではそうでしたが、
がんの生存期間が延びてきてがん生存者の患者さ
んも増えている状況では、質の高い研究の重要性
が高まってきている時期だと思います。
　海外でも現在 2 つほど悪液質に対する研究が
走っていますが、日本でも AMED（日本医療開
発機構）という研究支援の事業で多施設共同研究
が始められています。管理栄養士が栄養指導しま
す。それからサプリメントとして補助栄養剤を飲
んでいただきます。理学療法士が筋トレの指導を、

スライド 38　がん悪液質（Cachexia） スライド 39　リハビリテーション治療と栄養管理の重要性

スライド 40　握力・6 分間歩行と生存期間
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看護師は歩数計を装着して活動歴をつけてもらい
自宅での散歩の指導をします。8 週間の介入で行
うと、その後の生命予後や健康寿命（ご自分で身
の回りのことができる、自立的に日常生活が送れ
るという期間）が延びるのかどうかという研究の
取組みをしているところです。2、3 年後には結
果が出てくると思います。

骨転移への対応―チームアプローチで

　次の話題は骨転移です。肺がんの骨転移の好発
部位は、胸椎や腰椎の背骨から肋骨、それから腸
骨という骨盤の骨、そして大腿骨です。背骨と骨
盤と手足の骨の身体に近い部分が起きやすいとこ
ろで、それが折れてしまうと手でしたら手が使え
ない、足でしたら歩けなくなる。背骨がつぶれれ
ば脊髄は神経が束になっていますから、そこがダ
メージを受けてしまい、足が動かなくなってしま
います（スライド 41）。
　がんが進行して色々な転移を起こしながら亡く
なる方がいますが、歩く能力がだんだん「屋外歩
行」から「屋内歩行」、「車椅子」、「ベッド上」と
いうようになるのが自然の経過です。背骨に骨転
移のある方が、胸椎の病的骨折を生じて骨がつぶ
れてしまい、脊髄が圧迫されると両足が麻痺して
しまうとベッド上生活を余儀なくされてしまいま
す。そうしますと、余命の間の生活の質は著しく
低下してしまいます。骨転移により生じた痛みの
改善は大事ですが、それとともに少なくとも亡く
なる 2 週間前まで移動能力や日常生活が自分で
できることを維持していく、そうならないように
予防していく。そのためにリハビリテーションの
役割があると思います（スライド 42）。
　避けるべき動作としては、ねじる動作がいけな
いので、そういう動作を避けてあまり強い荷重を
掛けない。大きく急な動きは、どれぐらいの力が
加わるか分かりにくいので、できるだけ細かく

ゆっくり動かす方が良いと言われています。骨の
弱さに応じてスライド 43 にあるような歩行器や

スライド 41　骨転移の好発部位とその症状

スライド 42　骨転移の治療の目的

スライド 43　避けるべき動作
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杖なども使用していくことが必要です。パンフ
レットなどを使って指導すると理解の手助けにな
ります。
　骨転移の診療には多くの科が関わりをもちます
ので、定期的なカンファレスが有用です。慶應義
塾大学病院では、骨転移カンファレンスを週 1
回開催しています。参加者は、腫瘍専門の整形外
科医、放射線治療医、放射線診断医、リハビリテー
ション科医、理学療法士、作業療法士、原発巣治
療科医や看護師、緩和ケアチームスタッフなどで、
多職種チームで治療方針やリスク管理、装具の適
応やリハビリテーションの内容などをみんなで話
し合って方針を決めます。
　骨転移カンファレンス、骨転移キャンサーボー
ドなどの名称で行われるこのようなチームカン
ファレンスは、大学病院を中心に全国的にも開催
される施設が増えてきています（スライド 44）。

末期がん患者のリハビリテーション
―患者の希望や要望を尊重する

　最後が末期がんの患者さんに対するお話です。
亡くなるどれぐらい前から移動能力や排便、食事、
コミュニケーション、水分摂取などが変化するか、
累積頻度を示したグラフがスライド 45 です。移

動能力はだいたい 2 週間ぐらい前から、排便、
食事は 1 週間。水分摂取とコミュニケーション
はだいたい 2、3 日ということで、亡くなるかな
り直前まで身の回りのことやコミュニケーション
が取れていて、急激にできなくなるのががんの方
の特徴と言われています。
　ただこれは運動の様々な障害がない方の例で
す。麻痺があったり、骨折があったり、筋力が弱っ
て動けない、歩けない方であっても亡くなる直前
まで身の回りのことができるようにしていくの
が、緩和ケア主体の時期のリハビリテーションの
目的だと思います。
　緩和ケア病棟、ホスピスで亡くなった方を調査
しますと、トイレまで歩いて行けた方、ご自分で
行けたり、介助があって用を足す希望を持たれる
方はたくさんいることが分かっていますので、そ
れはとても大事だと思います。亡くなる 1 ヵ月
前でだいたい半分ぐらい、2 週間前で 3 分の 1、
1 週間前で 5 分の 1 ということです。これはリ
ハビリテーションがない時なので、リハビリテー
ションの介入をして、できるだけそういう方々を
増やしていければと思います。
　こういう時期は生活の質を落とさずに、がんと
共存しながら希望を尊重していく時期だと思いま

スライド 44　チームアプローチの具体的方法

スライド 45　末期がん
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す（スライド 46）。
　こういう時期のリハビリテーションの目的は、
患者・ご家族の希望や要望を十分に把握して、身
体に負担が少ない日常生活動作の習得と、その時
期におけるできる限り質の高い生活を実現すると
いうことです。医療者側のニーズが優先されがち
ですが、こういう余命の限られた時期には、患者
さんの要望をしっかり受け止めてチームでそれが
叶えられるような方策を考えていくことが大事だ
と思います。
　もう少し具体的にリハビリテーションの内容を
説明します。
　一つ目は楽に休めるように疼痛や苦痛を緩和す

る症状緩和です。
　二つ目は、痛みや筋力低下をカバーする方法を
指導し、日常生活がもっと自分でできるように支
援していく。痛みがあるのなら痛みが出ないよう
な動作を工夫して、指導していく。筋力低下や麻
痺があるのなら、それをカバーするような適切な
杖や歩行器、薬や動作指導を行うことによって日
常でご自分でできることを増やしていくことは可
能だと思います。
　三つ目は、「治療がまだ続けられている」とい
う精神的な援助を行うことです。色々と悪い知ら
せが入ってくる中で、治療ができない患者さんは
落ち込みがちです。リハビリテーションは最後ま
でご自分で行える唯一の治療だと思います。リハ
ビリテーションを行っている間は気分転換も兼ね
て他のことを忘れられるということもあり、ご自
分で取組むことによって達成感も得られれば、そ
れが生きがいになるということもあります。リハ
ビリテーションのメインの目的ではないですが、
これも、ひとつの役割だと思います（スライド
47）。

地域・在宅・外来リハビリテーションを
進めることが大事

　がんの治療が入院から外来での治療にシフトし
つつあり、治療をしながら、在宅で過ごされる患
者さんもだいぶ増えてきます。そうすると、医療
機関での専門的な外来でのがんリハビリテーショ
ンとともに、在宅でのリハビリテーションがさら
に大事になってきます。しかし、まだまだ、そこ
まで十分に認識されないのが現状です。
　在宅では、自宅生活における ADL の改善や家
族の介護負担の軽減、症状の緩和が主な目的にな
ります。さらには、もし最後にやりたいことや残
したいことがあり、リハビリテーション専門職が
それを支援していけるのであれば、そういう点も

スライド 46　維持期・緩和期の目標

スライド 47　 進行がん・末期がん患者のリハビリテーショ
ン治療
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役割だと思います。訪問でリハビリテーションを
行うメリットとしては、生活場面でできるので効
率的に練習や指導ができます。環境面でもアドバ
イスがその場でできます。患者もリラックスして
いるし、家族もおられることが多いので介護指導
もその場で行えるなど、良い面があると思います

（スライド 48）。
　一方では、復職に向けて体調管理をしたい、体
力を向上させたい、という時には、ピアサポート
として、がんサバイバーの方が中心になって開催
されている運動教室や講座の活用も良い選択で
す。全国的にもこのような取組みが進んできてい
るようです（スライド 49）。
　状況に応じて、様々なセッティングでリハビリ

テーションが行われていくようになれば良いなと
思います。
　外来のリハビリテーションは、がん診療連携拠
点病院でも 2 割ぐらいしか行われていないとい
うお話をしました。この問題については、多くの
メディアでも取り上げられております。研究面で
は、先ほどの AMED という事業で悪液質につい
ての研究とともに外来リハビリテーションプログ
ラムの研究を今、私が中心になって行っています。
研究でリハビリテーションの効果をしっかり科学
的に裏付けることもとても大事なので、そういう
形で研究での取組みを行っています（スライド
50）。

日本のがん医療の方向性
―サポーティブケアの充実へ

　日本のがん医療は、今までは、がんの予防と治
療に焦点が当たり過ぎていたきらいがあります。
ただやはり心のケアや症状緩和といった緩和ケア
的な介入や身体の活動面についてのリハビリテー
ション、栄養面の介入も大事ですし、今日は触れ
られませんでしたが口腔ケア、それから復職支援
のような社会復帰支援をしていく、いわゆるサ
ポーティブなケアをしっかり行うことにより、さ

スライド 48　在宅がんリハビリテーションで目指すこと

スライド 49　キャンサーフィットネスの活動

スライド 50　革新的がん医療実用化研究事業
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らにサバイバーの方の QOL・生活の質を上げて
いくことができるのだと思います（スライド
51）。
　がんリハビリテーションを含めてサポーティブ
ケアについては、日本の中でそれをバックアップ
していく学会がなかったのですが、2015 年に日
本がんサポーティブケア学会が設立されました。
その中に、がんリハビリテーション部会がありま
す。それ以外にもスライド 52 に挙がっているよ
うな、サポーティブケアに関わるような様々な部
会があり、活動が行われています。毎年 1 回学
術集会があります。
　最後に慶應病院の紹介をさせていただきます。

慶應病院でもがんサポーティブケアに取組んでい
て、外来通院治療センターの脇に外来のブースが
ありますが、そこに緩和ケア外来やがんリハビリ
テーション外来、口腔機能ケア外来、骨転移外来
もあります。通院治療をしたり、自宅で療養生活
をされている方々の外来でのサポーティブケア支
援という取組みも今はしています。
　私は腫瘍センターのリハビリテーション部門に
所属していますが、ここは診療、研究、教育のマ
ネジメントをする部門です。診療については、入
院中は、入院がんリハビリテーションチームが対
応、外来はさきほどお話ししたように外来通院治
療センターにがんリハビリテーション外来を設け
ています。研究と教育については、がんプロフェッ
ショナルという大学院コースがあるので、そこで
博士課程や修士課程、職種を問わず短期集中のイ
ンテンシブコースを開催し、がんリハビリテー
ションに携わるリーダーを育成しています（スラ
イド 53）。

がんリハビリテーション 5 か条

　最後にがんリハビリテーション 5 か条でお話
を締めたいと思います。
１． がんの進行や治療により身体的・心理的なダ

スライド 51　 原病の治療とサポーティブケアのバランスが
大切

スライド 52　日本がんサポーティブケア学会

スライド 53　慶應大学病院リハビリテーション部門
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メージを受けても「がんになったのだから仕
方ない」とあきらめないようにしましょう。

２． がんと診断された直後から、リハビリテーショ
ンスタッフのサポートを積極的に受けていき
ましょう。

３． 手術前と手術の後には早期からリハビリテー
ションを受けて、合併症を防ぎ、後遺症を軽
減するようにしましょう。

４． 化学療法や放射線療法による体力低下・副作
用の改善、QOL の向上にもリハビリテーショ
ンは有効です。

５． 積極的な治療ができなくなった時期にも、リ
ハビリテーションは症状軽減、日常生活支援、
QOL の向上に有効です。

　以上です。
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■ 高橋　辻先生あり
がとうございました。
お話をうかがい、がん
リハビリテーションが
現在進行形で発展して
いく中で、教育と実践
の両面で辻先生のお力
が大きいことを改めて
実感しました。
　色々とご質問がおありだと思います。どういう
ところからでもけっこうですからご遠慮なく。

院内リハビリテーションから地域に

■ 参加者 A　大変勉強になるお話をありがとう
ございました。中央病院の呼吸器内科の者です。
患者さんにこうすれば良かったと思えるお話をた
くさんうかがい、今後に活かしたいと思いました。
病期別・目的別のお話の中に、予防的・回復的・
維持的・緩和的という 4 つのステージがあり、
それぞれで早期から必要だと感じたのですが、
ずっと病院でできることでもないと思いました。
リハビリテーションのスタッフも脳卒中など他の
疾患のリハビリテーションも一緒にやらなければ
いけない中で、こういうものを導入していく時に
は、サバイバーさんの団体の話もありましたが、

そうした院外の活動されている人とのコラボレー
ションが重要だと思いました。それが、リハビリ
テーションを続け、患者さん自身の QOL を上げ
ていくチャンスになると思いました。そこで実際
に今、そういう取組みが行われている例や、先生
がこうしたらもっと良くなると考えていることが
あったら教えていただきたいと思います。

■ 辻　非常に貴重な
ご質問をありがとうご
ざいます。本当に今、
先生がおっしゃられた
お話の通りです。たし
かに入院中は、今はだ
いぶがんリハビリテー
ションも行われるよう
になっていて、研修などでも入院を中心に色々な
取組みが行われています。ただ、外来や地域など
の退院した後は十分ではなく、そこに色々な問題
があります。またリハビリテーションスタッフ自
体もマンパワー的に足りず、診療報酬上も整備さ
れていない上に、そもそも外来や地域でリハビリ
テーションを行うことの必要性が認識されていな
いという問題があります。今、先生がおっしゃら
れたように色々なセッティングでリハビリテー
ションはできると思います。ただ、治療中かどう

質疑応答
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かとか、色々なリスクもあります。骨転移のある
患者さんがいきなりジムに行ってやられたら、そ
れはまずい。リスクがどの程度かを評価しながら、
どこでどういうリハビリテーションをやっていけ
ば良いかということをある程度振り分けていき、
その患者さんがいちばん最適にリハビリテーショ
ンや運動ができるところを提供していく仕組みが
できるととても良いなと思います。
　まだ日本にはそういうものは何もないのでまず
はモデルを作っていくことが大事だと思います。
今の AMED の研究班でもどういうパターンでリ
ハビリテーションを行っていくかというモデルを
まず作り、それを見ながら各地域でそういう展開
をしてもらう。そういう取組みを今やろうと思っ
ています。

■ 高橋　ありがとうございます。たしかに、現
在進行形感がありますね。人材の育成、教材づく
り。院内から外来、地域への展開。その必要性を
みなさんひしひしと分っていて、一段ずつ階段を
上がっているという気がします。
　地域でサバイバーの方が主催する教室もだんだ
ん増えています。本日は一般社団法人キャンサー
フィットネスの代表理事の広瀬真奈美さんがお見
えになっているので、少しだけご活動についてお
話しいただければと思います。

■  広 瀬　 恐 縮 で す。
ありがとうございま
す。私自身もがんサバ
イバーです。退院して
からはなかなかリハビ
リテーションを受けら
れませんでした。私は
乳がんで、リンパ浮腫
にもなっていて、ケアを受けられないのでこの活
動を始めました。今は乳がん術後 1 年未満の方

の運動教室、ジムでのトレーニングの入門編、ジ
ムの機器の扱い方の指導などをやっています。「初
めてのウォーキング」というのもやっていて、ま
ずスタジオの中で歩き、それから外に行き、色々
なところに出かけていき、そこの場がピアサポー
トの場のようにもなっています。その他、ヨガや
ピラティスがあったり、リンパ浮腫のエクササイ
ズや、珍しいところではチアダンスなどもやって
いてステージにも出ています。色々な運動教室を
始めたのは、どのようなきっかけからでもいいか
ら体力づくりをしてほしいと思ったからです。運
動が好きな人はなかなかいません。運動習慣を
持っている人は一般の方でも 3 割です。そうい
う中でがんになるのですから運動するなんてとん
でもないと思う方が多いのは仕方がありません。
そこで 2 年前からがんサバイバーのためのヘル
スケアアカデミーを始めました。ここでは運動の
やり方や体力づくりのノウハウ、そして、がんに
なっても人生はずっと続くわけですから、元気に
生活できるようにヘルスケア講座という勉強会を
始めました。その場では運動をしませんが、それ
でも運動を始める方が増えました。知識は行動を
起こすということを実感していますので、ぜひ勉
強をして運動を始められたら良いと思います。体
力をつけることがいちばん大切だと思っていま
す。

主治医からリハビリテーションにつない
でもらうところにまだ障害が

■ 高橋　ありがとうございます。一般社団法人
キャンサーフィットネスさんはサイトもあります
ので、ご覧いただければと思います。お話の中に
もありましたが、たとえば骨転移がある方の場合、
自分はどこまでなら運動ができるのかと、みなさ
ん考えると思います。その時に、忙しい外来で、
運動のことは良く分っていなさそうに見える主治
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医に、患者としては日常の運動のことまでは聞き
にくいこともあると思うのですが、そういう場合
は、現時点ではどうしたら良いのでしょうか。

■ 辻　どうしたら良いのでしょうね。

■ 高橋　院内のリハビリテーションの専門家の
方につないでもらうよう、主治医の先生にお願い
するとか…。

■ 辻　そうですね、もちろんその主治医の先生
が分からなくても、その先生がつなげてくれれば
良いのですから。ただ、それも拒絶されてしまっ
たらどうにもならないですが、それでもがん診療
連携拠点病院でも地域の病院でもリハビリテー
ションはあるので、そこにつなげてもらうような
話をしてもらい、1 回や 2 回の指導を受けられ
れば、まずは良いかなと思います。

■ 高橋　それぞれの病院で事情があるでしょう
から、まずは相談してみることでしょうか。

■ 辻　そうですね。

■ 高橋　他にはいかがですか。

■ 若尾　今、リハビ
リテーション科につな
ぐという話がありまし
たが、リハビリテー
ション科の中でもがん
リハビリテーションの
ことを良くやられてい
る先生は多くないとう
かがっています。それでもリハビリテーション科
に行けば、どういう運動をやれば良いかや、負担
の状況に合わせた指導をしていただけるのでしょ

うか。

■ 辻　そうですね、ただ CAREER の研修も各病
院で全員が受けているわけではなく 1 〜 3 割ぐ
らいの先生が受けているので、もし受けていない
セラピストにそういう依頼が来たら、それなら受
けている人にとリハビリテーション科の中でつな
げてもらえると思います。

■ 参加者 B　私は 7 月 31 日に退院してきまし
た。食道がんです。抗がん剤治療で入院しました。
下町で有名な病院です。今思い出してみると、が
んリハビリテーションについての説明はほとんど
ありませんでした。退院間際に呼吸器の方で「肩
を回して」という説明がありましたが、それは看
護師さんからでした。大きな病院ですからリハビ
リテーション科があったのですが、先ほど先生が
言われたように、ドクターがつないでくだされば、
良かったと思いました。ただ、つなぐ時に、患者
から言うのではなく、医療者側からアナウンスが
あってしかるべきだったかなと思っています。私
たちは、すべて初めての経験で何もかも分からな
いのですから。いきなり告知され、すぐに検査、
入院、手術です。とくに最近は入院期間がタイト
ですから、すぐに「おめでとうございます」と退
院で終わってしまいます。

放射線・抗がん剤治療の患者へのリハビ
リテーションはもっと進化を

■ 高橋　本当にそうですね。CAREER の研修は
医師も含めたチームで受講するというお話でした
が、正直に言って、診療科によってがんリハビリ
テーションに問題意識の高いところとまだちょっ
と遅れているというところがあるように思いま
す。先生はどう思われますか。
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■ 辻　もちろん私もそう思います。一般的には
外科系の方がリハビリテーションには強い興味を
持っています。合併症や後遺症の発生率に直結す
るので、わりに熱心です。手術の前後のリハビリ
テーションなどはやるところは多いのですが、内
科系は「まずは安静」という考えが、がんに限ら
ず以前からあるので、そこを払拭するのは難しい
です。退院間際になって、「それではリハビリテー
ション」みたいなことだと、寝たきり状態になっ
てしまいます、そういうことは、まだまだ多いと
思います。

■ 高橋　CAREER を受講する先生も相対的には
外科の先生が多いですか。

■ 辻　多いと思います。

■ 高橋　抗がん剤治療や放射線治療のところの
リハビリテーションを進めなければいけないとい
うことですね。

■ 辻　その通りです。

■ 高橋　それを担っている医療者の問題意識も
上げなくてはいけない。

■ 辻　そういうことです。

リハビリテーションで回復成功事例
―もっと早く開始していれば症状も出なかった

■ 参加者 C　先ほどからどうつなぐかというお
話が出ていますが、私はがん患者で、地方都市の
がん拠点病院で治療を受けています。たまたま
50 歳になったら 50 肩がらみで両肩が上らなく
なってしまいました。化学療法を長くやりました
から「安静」という中で過ごしてきていました。
先ほども肩甲骨の上下運動の話がありましたが、
まったく動かしていないので当然固まってきて、
それに 50 肩が重なり、さらに私は免疫チェック
ポイント阻害薬を使っているので、リウマチの症
状が副作用として出てしまい、トリプルの原因で
そういう状況になってしまいました。痛みが発生
したので主治医に「痛い」と言ったら院内で整形
外科を紹介され、整形外科で痛み止めの注射だけ
をいただいていたのですが、これではらちがあか
ないからリハビリテーションをすればという話に
なりました。それで、その病院の中のリハビリテー
ションではなく、地域のリウマチやリハビリテー
ションに強い病院に行けと言われ、そちらの外来
で 3 ヵ月ほどリハビリテーションをやっていま
す。ちょっとやってみますが（両腕を上げる）こ
れほど動くように回復しました（会場から拍手）。
外来では保険診療の点数が未整備というお話もあ
りましたが、私はひとつの成功例です。「痛い」
と言うとどこかに紹介いただける。私も保険診療
でやり、回復しました。これは本流ではありませ
んが、外来での保険診療リハビリテーションのひ
とつの成功例になるかと思い発言させていただき
ました。

■ 辻　それは大変良かったのですが、ただ本当
はさらに理想を言えば、そういう症状が出る前か
らやっておけば良かったということです。化学療
法とか放射線をやっている時に、どのような運動
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をしたら良いかを事前にパンフレットで見ていた
り、指導を受けていて、ある時点でそれをしてい
れば、たぶんそうはならなかったと思いますので。

■ 参加者 C　まったく痛くならなかったので
しょうね。

■ 高橋　過度の安静は不要ということですか。

■ 辻　もちろんそうですが、そういう意識がな
いですね。

■ 高橋　どこが過度か、やはり安静にしたほう
がよいのか、自分で判断することはなかなか難し
い。もう少しがんリハビリテーションの裾野を広
げていく必要があると思います。

■ 辻　化学療法中は基本的に障害がないので全
身状態だけ担当の先生にチェックしてもらえれ
ば、それで問題がなければ運動をしても良いので
すから。

「適度な運動」の分かりやすい
目安はないか

■ 参加者 D　回復期のリハビリテーションはど
のあたりまでできるのでしょうか。

■ 辻　それはリハビリテーションの内容による
と思います。有酸素運動と筋トレの効果があるの
は、いわゆる前悪液質や悪液質の状態の時です。
悪液質は 3 つの病期に分かれていて、前悪液質・
悪液質・不応性悪液質となっていて、前悪液質・
悪液質までの時期だったら運動や栄養介入をして
いく必要性があるという国際的なコンセンサスが
出ていますが、不応性悪液質になってしまうとど
うしようもない。

■ 参加者 D　サルコペニアは改善しますか。

■ 辻　それについては、先ほど紹介したように、
今は質の高い研究はゼロです。それが問題なので
今、多角的介入の多施設研究をして検証をすると
いう取組みをしているところで、まだ何とも言え
ません。

■ 参加者 D　『ガイドライン』のようなものも
ないのでしょうか。

■ 辻　まだ研究自体がないので『ガイドライン』
も作れない。エキスパートコンセンサスでしか作
ることができないので、それではいけないという
ことで、今、国際的にも 3 つの研究が走ってい
ます。もう 2、3 年すれば結果が出てくると思い
ます。ただ常識的な範囲と言いますか。エキスパー
トコンセンサスで運動リハビリテーションは大事
だとは言えると思いますが、科学的な裏付けが
もっと取れれば、さらに広がると思います。

■ 高橋　本当に現在進行形だという感じがしま
す。他のご質問はいかがですか。

■ 参加者 E　今も運動の程度のお話がいくつか
出ていましたが、私も乳がんで骨転移が分かった
時に、主治医にどの程度の運動をして良いのです
かと聞いたら、「適度な運動」と言われました。「で
きる範囲が分からないのです」と聞きましたら、
うんうんと考えられて「ヨガとか…」と言われた
のです。ヨガはひねりなどが入っていて痛くて全
然できませんでした。今はまだ研究が進行中で『ガ
イドライン』を作るのも難しいということですか
ら、患者さんから聞かれた時に分からず悩まれる
のも仕方がないと思うのですが、『ガイドライン』
ができる前に、この程度だったら運動ができると

34 Ⅰ　オープンセミナー・第 9 回

�ん本.indb   34 2018/03/24   14:57



いう、ある程度の分かりやすい目安的なものがあ
れば良いという要望があるのですがいかがでしょ
うか。

■ 辻　骨転移は骨転移の場所と程度が問題です。
骨のもろさがどのくらいかでまったく違ってきま
すから、骨転移が全身にある方でも、ごく軽い運
動で骨に影響がまったくないものであれば、運動
してもまったくかまいません。1 ヵ所でもかなり
まずい状況であれば、運動はかなり制限されます。
個別性が高いので、「骨転移ならこの運動」とい
うようなことを出してしまうとかえって危ない状
況になってしまいます。そこが問題です。一般的
と言いますか、症状で分かるのは痛みです。痛い
動作はやらない方が良い、そこは絶対そうです。
個別的な対応で困られた時には、整形の先生につ
ないでもらうのが大事です。そこで骨の具合を診
てもらい、どの程度の運動ができるかを聞けば、
整形の先生ならもちろん答えてくれると思いま
す。整形でもリハビリテーション科でも良いので
すが、そこにつないでもらう。主担当科の先生は、
骨は診られないので、それは聞いても無理です。
整形など骨を診られる先生につないでもらうのが
非常に大事です。

医療者側からアプローチはできないか
―診察時のアンケート等

■ 参加者 A　私からも要望です。先ほどお話に
出たように、気がつけばもう退院する時だったと
か、痛いと言う前に受けたほうが良いということ
でしたが、そのほうが良くても、たぶん聞きたく
ても聞けないのが現実ではないかと思います。忙
しい外来で診てもらっていて、先生から「うまく
いっていますよ」というような話をされた時に、

「いや本当は肩が痛いと言いたいが、うまくいっ
ていると話されている時にそういう話をしても良

いものか」と思ってしまい、言いたくても言えな
いのが、たぶん患者さんたちの現実だと思います。
直接言うのは非常に敷居が高い患者さんがものを
言うチャンスが失われることがないように、診察
前に日常生活のアンケートのチェック項目などで
スクリーニングをして、そこから、整形外科やリ
ハビリテーションにつなぐべき人が分かるよう
な、全国的に使える画一的なものを、高橋先生や、
辻先生に作っていただけたら非常にうれしいので
すが。

■ 辻　そうですね。アメリカなどでは入院時に
そういうアンケートがあって、リハビリテーショ
ンをしたいかどうかということを取っていて、そ
れでつなぐようなこともしています。

■ 高橋　アメリカのアンケートでは「リハビリテー
ションに興味がありますか」「リハビリテーションに
行ってみたいですか」という聞き方ですか。

■ 辻　そうです。そういう聞き方です。

■ 高橋　なるほど。先ほど拠点病院で外来リハ
ビリテーションをやっているところが 2 割ぐら
いと言われていましたが、たとえば骨転移がある
のでリハビリテーションについてもっと専門的に
聞きたい場合、その 2 割の拠点病院でがん治療
を受けていなくても、外来患者としてリハビリ
テーションだけを目的で受診してで受診してみて
も良いのでしょうか。

■ 辻　それも良いかもしれないですね。

■ 高橋　いきなりそういうところに行くのでは
なくて、まずは目の前の先生に聞いてみれば意外
とつながるかもしれない。つながらなかったらそ
の時は次を考えましょうという…。
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■ 辻　そうです。

■ 参加者 F　私はサバイバーで、拠点病院でピ
アサポーターをやっています。サポーティブケア
のバランスが大切というお話がありましたが、口
腔ケアが必要な方もけっこう多いのです。医者に
も言えず、家族にも口の中がモワモワしていて言
うのが難しいという方がいます。言えば良いと思
われますが、それを医療者にも訴えられない方が
います。医療者の前だとそういうことが言いにく
い。拠点病院で相談支援センターなどもあるので
すが、美味しいものが食べられず、生活意欲がな
くなり運動どころではないという時に、それなら
ばそのことを言えば良いじゃないかというような
感覚を医療者の方が持っていたら、そこに何か大
きなギャップがあるように感じます。よく相談に
出てくるのが、「先生はがんのことにしか興味が
ない」ということです。非常に失礼な言い方になっ
てしまうかも分かりませんが、手術前の診断をさ
れた時にこそ、口腔ケアをしないと大変だから今
のうちにやっておきましょうとか言っていただく
ことはできないでしょうか。2 人に 1 人ががん
に罹る時代ですから、一般的なこととしていかに
運動や口腔ケアアが大事かということを社会的に
当たり前のこととして伝えていただくと、患者さ
んも言いやすくなるかなと思います。

■ 辻　その通りです。だからこそと言いますか、
いわゆるサポーティブケアということで学会がで
きましたし、サポーティブ外来というものが立ち
上がってきて、やっと日本でもモデル的にやられ
ているところがだいぶ増えてはきています。もう
少し時間がかかるかもしれませんが、それでも数
年前にはそういうものはまったくなかったのです
から、そういう意味ではそういうものができてい
ること自体、良い変化ではあると思います。ただ
まだまだ浸透していないところはあります。直接
言えない場合は、スクリーニングで、アンケート
とか問診票のようなものを組み入れていくのもと
ても良いのかと、今お話をうかがっていてそう思
いました。リハビリテーションに限らずサポー
ティブケア全体で、生活面で困っていることを毎
回書いてもらうようにすれば、そこからうまくつ
ながっていくという仕組みは大事だと思いまし
た。

■ 高橋　ありがとうございます。いろいろな宿
題をいただいた今夜でした。5 年前とは比べ物に
ならないほど色々な資材ができました。環境も変
わりました。そして次の 5 年。5 年というのは
ずいぶん先で、5 年もかかるのかと思われるかも
しれませんが、がんリハビリテーションの領域に
限ったことではありませんが、先を考える時にこ
そ今日のような、問題提起のご意見をたくさんい
ただきたいです。痛いとか辛いということは、や
はり言わなければ伝わらないということも大事で
すし、医療者ももっと問題意識を持たなくてはい
けないし、歩み寄りが大事だなと思いました。そ
れぞれのところで始めなければいけないというこ
とを、改めてがんリハビリテーションを通じて感
じました。
　今日もご参加いただきありがとうございまし
た。辻先生に大きな拍手をもう一度お願いします。
 ＜拍手＞

「第9回オープンセミナー」アンケート集計 参加者　112名
平成29年9月8日（金）実施 回答者91名（回答率　81.25％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

リハビリの大切さを、もっと沢山の人に知ってほしいと思いました。特にがん治療前から行う事で、QOL、ADLを保ち、向上できるの
は知らなかったので、それを知れたことがとても良かった。

参加者の感想（自由記述）

とてもわかりやすく、大変役に立つお話しでした。今後がんリハがもっと広く患者の手に届く社会になってほしいと思いました。
大変参考になりました。民間事業者として、力になれる“場”があることをうれしく思います。

大変参考になりました。今後に期待します。ありがとうございました！

リハビリテーションに関する専門の話をはじめて聞けた。
今後の医療を考えていく上で、非常に有意義だった。
「がんリハビリ」の重要性を知ることができた。がん専門医のリハビリに対する理解、意識向上を望むと共に、仕組みとして、患者のく
らしや日常を専門的に、一緒に考えてくれるセクションやスタッフ、プラス制度の一層の充実を強く望む。

がんリハの話を通じて、サポーティブケアの重要性を再認識した。治療の前、早い時期から、不安や困りごとのチェックシートなどで
すくい上げ、つなげていく（他の専門科）きっかけが重要だと思った。

とても勉強になりました！「リハビリは最後まで自分でできる治療」というのがたいへん印象に残り、本当にそうだなあと思いました。

今後の展開がとても楽しみな内容だった。

次の日曜日に乳がんの手術を控え、リハ、ネットワーク、様々な情報をいただけて、大変助かりました。

がんにかかわる社会的なテーマも扱っていただけるとありがたいです。

リハビリというと回復させるために行うものというイメージがありますが、早期（治療前）からのリハビリが効果的という話は、とてもた
めになりました。QOL向上のために、今後も発展を続けている「がんリハビリテーション」が広まっていくことに期待しています。紹介
いただいたサイトや本を参考に勉強していきたいと思いました。

皮膚ケアについて。抗がん剤治療中の方の“まきづめ”の対応など。
リンパ浮腫予防や改善セミナー希望。

これからもいろいろな切り口でテーマを設定していただけると、大変興味深く、有意義なセミナーになるかと思います。期待しておりま
す。

いつも貴重なお話を有難うございます。1時間半の話、内容が豊富ですが、もっとたくさんの情報が欲しいです。
次回もぜひ参加してみたいと感じました。

外科から整形やリハビリ科へのつなげ方に関する議論が大変勉強になりました。

サバイバーとコラボレーションした企画など期待しています。

・がんリハビリテーションのスタートが早ければ早い方が良いということを知りませんでした。先生のお話は大変わかりやすかったで
す。・がんリハビリテーションがもっと広まると良いと思いました。・患者をサポートしているキャンサーフィットネス様のようなところが
もっと増えるといいですね。

これまでは医療者としての立場で本日のセミナー内容に関わっておりました。半年前からがん治療を受け、本日の内容について患
者として実感できるものが多々あり、がんリハビリの重要性を認識しております。貴重なご講演を拝講できたこと感謝です。

開催に関する希望（自由記述）

がんサバイバーにとって有益な情報を得られるようなテーマのセミナーを開催していただきたい。

がんの治療中で体力が低下している状態でも、運動するべきなのか迷いがありましたが、ご説明をうけて、運動が効果的だとわかり
ました。ありがとうございました。
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平成29年9月8日（金）実施 回答者91名（回答率　81.25％）

アンケート集計
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など

原文ママ

など

リハビリの大切さを、もっと沢山の人に知ってほしいと思いました。特にがん治療前から行う事で、QOL、ADLを保ち、向上できるの
は知らなかったので、それを知れたことがとても良かった。

参加者の感想（自由記述）

とてもわかりやすく、大変役に立つお話しでした。今後がんリハがもっと広く患者の手に届く社会になってほしいと思いました。
大変参考になりました。民間事業者として、力になれる“場”があることをうれしく思います。

大変参考になりました。今後に期待します。ありがとうございました！

リハビリテーションに関する専門の話をはじめて聞けた。
今後の医療を考えていく上で、非常に有意義だった。
「がんリハビリ」の重要性を知ることができた。がん専門医のリハビリに対する理解、意識向上を望むと共に、仕組みとして、患者のく
らしや日常を専門的に、一緒に考えてくれるセクションやスタッフ、プラス制度の一層の充実を強く望む。

がんリハの話を通じて、サポーティブケアの重要性を再認識した。治療の前、早い時期から、不安や困りごとのチェックシートなどで
すくい上げ、つなげていく（他の専門科）きっかけが重要だと思った。

とても勉強になりました！「リハビリは最後まで自分でできる治療」というのがたいへん印象に残り、本当にそうだなあと思いました。

今後の展開がとても楽しみな内容だった。

次の日曜日に乳がんの手術を控え、リハ、ネットワーク、様々な情報をいただけて、大変助かりました。

がんにかかわる社会的なテーマも扱っていただけるとありがたいです。

リハビリというと回復させるために行うものというイメージがありますが、早期（治療前）からのリハビリが効果的という話は、とてもた
めになりました。QOL向上のために、今後も発展を続けている「がんリハビリテーション」が広まっていくことに期待しています。紹介
いただいたサイトや本を参考に勉強していきたいと思いました。

皮膚ケアについて。抗がん剤治療中の方の“まきづめ”の対応など。
リンパ浮腫予防や改善セミナー希望。

これからもいろいろな切り口でテーマを設定していただけると、大変興味深く、有意義なセミナーになるかと思います。期待しておりま
す。

いつも貴重なお話を有難うございます。1時間半の話、内容が豊富ですが、もっとたくさんの情報が欲しいです。
次回もぜひ参加してみたいと感じました。

外科から整形やリハビリ科へのつなげ方に関する議論が大変勉強になりました。

サバイバーとコラボレーションした企画など期待しています。

・がんリハビリテーションのスタートが早ければ早い方が良いということを知りませんでした。先生のお話は大変わかりやすかったで
す。・がんリハビリテーションがもっと広まると良いと思いました。・患者をサポートしているキャンサーフィットネス様のようなところが
もっと増えるといいですね。

これまでは医療者としての立場で本日のセミナー内容に関わっておりました。半年前からがん治療を受け、本日の内容について患
者として実感できるものが多々あり、がんリハビリの重要性を認識しております。貴重なご講演を拝講できたこと感謝です。

開催に関する希望（自由記述）

がんサバイバーにとって有益な情報を得られるようなテーマのセミナーを開催していただきたい。

がんの治療中で体力が低下している状態でも、運動するべきなのか迷いがありましたが、ご説明をうけて、運動が効果的だとわかり
ました。ありがとうございました。
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