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第 5回全国介護・終末期リハ・ケア研究会研究大会 

in 愛知 

 

 

プログラム・抄録集 
 

テーマ 

「介護・終末期リハ・ケアのたゆまぬ実践～支え支えられ～」 

 

 

 

大会長：鈴木 孝治 

（藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科 教授 作業療法士） 

 

日 時：2017年 9月 16日（土）17時30分～18時30分 

17日（日）10時 00分～16時30分 

 

会 場：愛知大学名古屋キャンパス 講義棟11階 1103教室 

〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町４丁目 60番6 

 

 

主 催： 全国介護・終末期リハ・ケア研究会 

後 援： 公益社団法人 日本介護福祉士会 

公益社団法人 日本看護協会 

公益社団法人 日本理学療法士協会 

公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 

一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

一般社団法人 日本作業療法士協会 

一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会 

連絡先： info＠n-cerc.org 
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大会長挨拶 

 

この度,第5回全国介護・終末期リハ・ケア研究会研究大会の大会長を仰せつかりました鈴木孝治です．

研究大会を開催するにあたりご挨拶申し上げます． 

 

「介護期・終末期のリハビリテーション」とは一体どのようなことをするのでしょうか？ 

その概念を提唱された茨城県立健康プラザ管理者の大田仁史氏は，死に至るプロセスを身体機能で見る評

価や，ご遺体の姿を基に減点法で点数化する評価方法を提唱されています．また地域包括ケアシステムにお

いても，「自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける」と定義されております．介護期・終末期のリハビリ

テーションおよびケアは「維持」もしくは「右肩下がり」へのアプローチであり，「右肩上がり」を目標と

している急性期・回復期のリハビリテーションおよびケアとは，対極に位置しているという特徴を有してお

ります．このため，現時点では，このような概念を実証している研究はまだまだ少なく，今後の取り組みが

期待されております． 

 

全国介護・終末期リハ・ケア研究会は，平成25年9月に設立記念の研究大会を開催いたしました．そ

して翌年の平成26年7月には，「平成26年度全国地域リハビリテーション合同研修会 inあいち」の事

務局を当研究会が担当し，第2回の研究大会を共催させていただきました．第1回，第２回ともに研究会

会長の澤俊二が大会長を務めさせていただきました．さらにWebサイト（http://n-cerc.org/）を立ち上

げ，当研究会の取り組みについて情報発信する体制を整えました．第3回研究大会は壱岐英正大会長のも

と，「芯から支えるリハ・ケアを目指して」というテーマで開催させていただきました． 

第3回まではすべて愛知で開催しておりましたが，第4回大会では開催地を東京に移し，福田卓民大会

長により，「終をみすえて～終末期に対応するリハビリテーションとケア～」というテーマでエンド・オ

ブ・ライフケアについて活発な議論がなされました． 

 

そこで第5回の研究大会は再び開催地を愛知に戻し，最期およびその後の家族への途絶えることのない

支援を議論してゆこうと考え，「介護・終末期リハ・ケアのたゆまぬ実践～支え支えられ～」というテーマ

を掲げました．当日の講師には，国際医療福祉大学大学院 医療福祉経営専攻先進的ケア・ネットワーク開

発研究分野 教授の竹内孝仁氏をお迎えし，前夜のセミナーでは，重度認知症者が電車事故にあわれたご遺

族からの講演も企画しております．竹内氏は，介護予防・自立支援パワーリハビリテーション研究会の会長

で，日本自立支援介護学会の学会長でもあられます．リハビリテーション専門医のみならず，介護現場での

科学性を追求する研究を精力的に進められております． 

 

介護期・終末期のリハビリテーションおよびケアに関わるすべての方々のご参加をお待ちしております．

当研究会発祥の地，愛知で皆様にお会いできること楽しみにしております． 

 

第5回全国介護・終末期リハ・ケア研究会研究大会 大会長 

藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科 教授 作業療法士 

 

鈴木 孝治 
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プログラム概要 

 

9月 16日（土）17時30分～18時 30分 

１７：００～ 受付 

１７：３０～ イブニングセミナー 

 『認知症を支える介護の実際―鉄道事故裁判から学ぶこと―』 

講師：高井 隆一（大府 JR東海事故裁判 認知症者のご遺族） 

 

司会：平野 明日香（藤田保健衛生大学病院） 

 

9月 17日（日）10時00分～16時 30分 

９：００～ 受付 

１０：００～ 開会式 

１０：０５～ 一般演題【１】４演題（発表6分，質疑応答6分） 

 司会：壹岐 英正（渡辺病院） 

中野 匠（渡辺病院） 
 

①『緩和ケア病棟におけるがん終末期リハビリテーションに関する調査 

〜臨床手続きに着目して〜』 

加藤 翼（新宿区立子ども総合センター） 

②『デスカンファレンスを試みて』 

川合 弘晃（八幡病院） 

③『呼吸機能が低下した末期がん患者の望んだ活動を支援した一症例』 

田中 秀典（新武雄病院） 

④『外出支援により自宅にて家族と一緒に過ごすことができた事例』 

安田 由梨恵（あさひ病院） 

１０：５５～ 休憩 
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１１：０５～ 一般演題【２】４演題（発表6分，質疑応答6分） 

 司会：青山 誠（手稲渓仁会病院） 

稲垣 圭亮（藤田保健衛生大学 地域包括ケア中核センター） 

①『当院回復期リハビリテーション病棟における療法士の終末期の関わりについて』 

井原 優作（介護老人保険施設万年青苑） 

②『終末期における関節可動域制限の推移と予防介入の必要性について』 

石亀 智洋（青梅慶友病院） 

③『介護者の介護負担感軽減に向けた取り組み―活動と参加に繋げるために―』 

百瀬 将太（志村大宮病院） 

④『介護・終末期リハビリテーション介護負担評価表の開発』 

壹岐 英正（渡辺病院） 

 

１１：５５～ 昼休憩 

１３：００～ 特別講演 

 『認知症を“治す”― その理論・実際・成果』 

講師：竹内 孝仁（国際医療福祉大学大学院） 

 

司会：澤 俊二（金城大学） 

 

１４：３０～ 休憩 

１４：４０～ 対談 

  

対談者：竹内 孝仁（国際医療福祉大学大学院） 

大田 仁史（茨城県立健康プラザ） 

 

司会：鈴木 孝治（藤田保健衛生大学） 

 

１６：２０～ 閉会式 
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交通・会場案内 

１．交通案内 

会場：愛知大学名古屋キャンパス 講義棟11階 1103教室 

住所：〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町４丁目60番6 

 

 

鉄

道 

JR，名鉄，近鉄，地下鉄「名古屋駅」徒歩10分 

あおなみ線「ささしまライブ駅」 

（名古屋駅より乗車時間 1分）徒歩1分 

近鉄「米野駅」徒歩５分 

バ

ス 

名鉄バス「愛知大学前」下車 

名古屋市営バス「ささしまライブ」下車 

 

２．会場案内 

会場：愛知大学名古屋キャンパス 講義棟11階 1103教室 

 

※会場内での飲食は可能です． 

※喫煙所は講義棟1階にございます． 
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参加者へのお願い 

１．参加受付について 

１）当日参加，学生の方は，受付用紙に必要事項を記入頂き，受付まで提示ください． 

２）事前参加登録をされた方は，受付用紙記入の必要はありません．直接，受付へお越し下さい． 

３）受付時間は16日（土）17：00～18：30，17日（日）9：00～16：30です． 

 

２．参加費 

「会員」の参加費には全国介護・終末期リハ・ケア研究の年会費も含まれております． 

今まで会員であり平成29年度も継続して入会していただける方，これから新規に入会希望の方は「会

員」の参加区分での受付をお願いいたします．入会希望でない方は，「非会員」で受付をして下さい． 

参加区分 

参加費 

備考 事前登録 

（両日） 

当日受付 

（両日） 

16日 

のみ 

16日 

懇親会 

会員 \4,000 \5,000 \1,000 

\4,000 

平成29年度年会費\3,000を含む 

非会員 \5,000 \6,000 \1,500 入会希望されない方のみ 

学生 \1,000 \1,000 \500 資格を有した大学生及び大学院生は除く 

※17日のみの参加でも，両日と同じ参加費となります． 

※参加費は当日，受付でお支払いください．お釣りのないようにお願いいたします． 

※学生は学生証の提示が必要です． 

 

3．クローク 

１）大きなお荷物のみお預かりします． 

２）お預けの際にお渡しするクロークチケットの紛失にお気を付け下さい． 

３）クロークの受付時間は16日（土）17：00～18：40，17日（日）9：00～16：40です． 

時間内であれば，出し入れ自由です． 

４）お預けのお荷物は，当日中にお引き取り下さい． 

 

４．昼食および休憩スペース 

１）当日，お弁当の販売はございません．各自でご用意いただくか，近隣のコンビニや飲食店を 

ご利用下さい．（近隣のマーケットスクエアささしまなどに，飲食店がございます．） 

２）会場内での飲食は可能です． 

 

５．会場内の注意 

１）会期中は，ネームカードを記入の上着用下さい． 

ネームカードが確認できない方は会場への入場をお断りします． 

２）会場内での撮影および録音は著作権保護や対象者のプライバシー保護のため禁止させて頂きます． 

３）会場内では携帯電話の電源を切るかマナーモードでご使用ください． 

４）緊急・非常時に備えて必ず各自で非常口の確認をお願いいたします． 

５）会場内は禁煙です．喫煙はマナーを守り喫煙所（講義棟1階）でお願いいたします． 

６）ごみは各自お持ち帰りください． 
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一般演題発表者へのお願い 

１．受付について 

１）参加受付を済ませた後，一般演題受付へお越しください． 

２）受付時間は16日（土）17：00～18：30，17日（日）9：00～9：50です． 

※発表前日の１６日でも受付を行っております． 

 

２．発表データの受け取りについて 

１）発表データ受け取りは，一般演題受付で行います．発表データの入ったメディア（USB 

フラッシュメモリ等）をご持参いただき，所定のパソコンで動作確認を行ってください． 

２）受付時に修正や変更作業を行うことはできません． 

３）発表データは研究大会終了後，主催者側で責任を持って完全削除いたします． 

 

３．発表について 

１）発表時間は6分，質疑応答は6分です．発表時間の終了1分前に「ベル1回」，終了時に 

「ベル2回」で合図します．「ベル2回後」は速やかに発表を終了してください． 

２）一般演題【１】で発表の方は１０：００，一般演題【２】で発表の方は１１：００までに 

会場前方の「次演者席」にお越し下さい． 

３）発表の際には，演台にセットしてあるパソコンを使用し，ご自身で操作して下さい． 
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イブニングセミナー 抄録 

16日（土） 
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イブニングセミナー 

認知症を支える介護の実際 

―鉄道事故裁判から学ぶこと― 

 

高井 隆一（大府 JR東海事故裁判 認知症者のご遺族） 

 

Ⅰ 介護の始まりと事故発生まで 

１．父の認知症発症と，私たちの介護 

１）認知症の発症（H12.12頃）と介護の始まり 

H14.3妻が介護に参加，家族総動員の介護体制へ 

H14.8骨折入院と症状の急激な悪化----リロケーションダメージ 

退院後，専門医を受診 ※H14.9要介護１，H14.11要介護２認定 

２）父の外出願望と「徘徊」．無目的ではない，「独り歩き」だったこと 

３）２度の「独り歩き」での外出（H17.8，H18.12）と私たちの対応 

※H19.2要介護４認定 

４）父は住み慣れた自宅で，生き生きと毎日を暮らしていた．私たちは在宅介護をした

ことを全く後悔していないこと 

 

２．事故の発生 

１）亡くなった日のこと（H19.12） ※父９１歳，母８５歳 

２）本人確認 

３）共和駅の現場調査 

※共和駅は自宅近くの大府駅の隣駅．大府駅改札口を通過できたことが全く信じられ

ず．また，父は共和駅で，一般の乗客とは逆方向に向かい，ホーム端の，無施錠階段

扉を開けて線路に降りた（高裁判決にてこう推認された） 

 

Ⅱ 請求の開始から第一審判決まで 

１．請求の開始 

１）配達記録付封書による請求開始（H20.5） 

※最高裁判決まで７年１０か月を要した 

２）求めに応じて診断書提出すれど（H20.6），回答が配達証明付き内容証明郵便によ

る全額支払い請求と，訴訟告知だったこと（H20.12） 

３）異例な仮差し押さえ----請求額以上の供託金を積む 

４）ＪＲ東海よりの訴訟の提起（H22.2） ※被告；法定相続人全員の５名 

５）訴訟提起までの対応についての，後日のＪＲ東海の説明；「繰り返し話し合いの申

し出をしたが応じてもらえず」----実際は，一度も面談すらしないまま提訴された 
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２．第一審訴訟（名古屋地方裁判所）（H22.2～H25.7） 

１）第一審におけるＪＲ東海の主張----徹底して高圧的に本人および家族の責任を追及 

ア．父に意思能力があった 

イ．専門医に受診させるべきであった 

ウ．特養などに入所させるべきであった 

エ．目を離さないようにすべきであった 

オ．氏名・連絡先を記入した布の縫いつけについて「ただの甘えというほかない．」 

カ．共和駅ホーム端扉は未施錠のまま放置された 

キ．ＪＲ東海の行っていた損害賠償請求の方針 

----事情を問わず，損害を一律に請求する．「全ての案件で損害賠償請求を行い，ほ

とんどのケースで家族は請求に応じて賠償しています．」 

２）第一審判決（H25.7） 

 ※父に意思能力なし．姉・妹・弟に賠償責任なし．母と私に対し，全額を支払えと．

私たちは，大府駅，共和駅での管理責任や介護保険法の趣旨などを主張したが，全く通

じず．当時は「請求すればまず取れる．裁判やればまず勝てる」との法解釈で，「当然

の判決だ」との法曹界の論評．認知症への理解は全くなし 

 

 

Ⅲ 控訴審・上告審と，その後 

１．控訴審（名古屋高等裁判所）（H25.8～H26.4） 

１）直ちに控訴を決断したこと 

２）マスメディアの報道開始，認知症の人と家族の会の「見解」 

３）控訴審判決（H26.4） 

ア．判決の内容 ※母に２分の１の賠償責任．私に責任なし 

イ．「知恵を絞った良い判決」との法曹界の論評と，私の思い 

ウ．ＪＲ東海が先に上告したこと（H26.5） 

 

２．上告審（最高裁判所 H26.5～H28.3） 

１）訴訟戦略上，私たちも上告したこと（H26.5） 

２）その後の，判決までの間の出来事 

ア．「失望の」日弁連シンポジウム（H26.10） 

イ．私の退職（Ｈ26.12）と，家族の会お礼訪問（H27.5） 

ウ．今治サッカーボールの最高裁逆転判決（H27.4） 

エ．ＪＲ東海らしいエピソード（H27.5） 

３）口頭弁論期日呼出状（H27.11） 

４）口頭弁論（H28.2） 

５）最高裁判決（H28.3.1）----逆転勝訴判決 

 

３．最高裁判決後にあったこと 

１）「特段の事情」の６例示やメディアの論調と，「画期的な判決」（浅岡輝彦弁護

士） 

２）大量報道の功罪と，私の思い 
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ア．「徘徊」とは「無目的に，むやみやたらに歩き回る行為」，「認知症の人は危険

な存在だ」などの誤ったニュアンスの報道（一・二審判決も同様の立場だと思われ

る） 

イ．あわてて施設に入れた 

ウ．成年後見人の成り手が急減してしまった 

エ．施設が施錠を求められるようになってしまった 

オ．一方で，大量の報道により，認知症は誰でも成り得る病気であるとの理解が一気

に進み，認知症に対する認識が全国的に一挙に高まった．メディア採上機会も増えた 

３）関係省庁による被害者救済策の検討開始と結論 

４）成年後見人向け保険の新設や認知症の場合も適用される保険の充実 

５）鉄道事業者へのお願い 

ア．ＪＲ東海のその後の対応 

・「真摯に受け止める」「会社財産を守る観点から損害賠償請求をするのが基本」 

・「リニア建設でＪＲ東海に不信感」との報道（H28.8～） 

・結局，請求開始以降本日まで，私は一度もＪＲ東海の人と面談していない 

イ．遺族への請求の代わりに，新規に開発された鉄道事業者向け保険での処理を 

※H28.2.2ＮＨＫＴＶ；大手鉄道会社２２社中１４社が原則賠償請求 

・「もし自動車にはねられていたなら，逆に賠償金を請求できたのに」 

・鉄道会社は線路で地域を分断し，社会に大変な負担を強いている側面もある 

・遺族はショックが癒えないまま損害賠償を受けている 

・「請求すればまず取れる．裁判やればまず勝てる」ということでは無くなった 

６）今後，裁判に巻き込まれたときのために 

ア．記録の重要性 

・プライバシーは記入しない「介護日記」のご提案．５Ｗ１Ｈが理想 

・施設や介護保険認定機関へも積極的に協力を依頼すること 

イ．特に，採った外出防止策は，失敗したものも含めて，漏れなく全て詳細に陳述す

る 

外出防止に向けて努力したことをよく思い出して，洩らさないこと 

ウ．相手方（鉄道会社など）に過失があると思われる場合は，早めの証拠保全を 

※ＪＲ東海はカメラ映像を２週間で消去する 

 

 

 

 

【略 歴】高井 隆一 

愛知県大府市生まれ 

1973年 信託銀行で部長 執行役員など歴任 

2010年 JR東海に提訴され，裁判の被告となる 

2015年 亡父のあとを継ぎ，不動産事務所を開設 

2016年 亡父の鉄道事故に関し，最高裁にて逆転勝訴の判決を得る 
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特別講演・対談 抄録 

17日（日） 
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特別講演 

認知症を“治す”― その理論・実際・成果 

 

竹内 孝仁（国際医療福祉大学大学院 教授・日本自立支援介護学会 会長） 

 

 

 

１．なぜ認知症を治せないのか 

 根本原因は認知症は「記憶障害」によるものという誤りにあります．原因を間違えれば治す

理論もつくれず従って治せるはずもありません． 

 

◎認知症は「認知障害」を原因とする―この正当な観点に立ち返れば“治せる理論”の扉を開

くことが出来ます． 

◎精神疾患は“症状が消失すれば治った”と定義されます．従って認知症を治すとはその症状

をとればよく，認知障害と症状との関係（成り立ち）などへの徹底的な考察が求められます． 

 

２．人はなぜ認知症になるのか 

 これには現実に起こっていることや，これまでの認知症に関する諸研究を誠実に見つめ考察

しなければなりません． 

 

 例：中年以降運動習慣のない人が認知症になりやすいという厖大な研究の存在，又，認知症

本人の書いた書物で必ず登場する運動機能の異常（体の動揺や転びやすさ etc）や認知症の唯

一の治療は運動とするハーバード大学研究（2011年），これらはいずれも運動と認知症の

関係を示していますが，それはなぜでしょうか． 

 例：孤立（転居後の生活）などが認知症発症のきっかけになるのはなぜでしょうか． 

 例：認知症の病前性格に内閉的，感情的な傾向が認められるのはなぜでしょうか． 

 

 

 

 

 

  

 全国各地の主に市町村主催による“家族で治そう認知症”の活動が行われ，参加した 

 認知症の約8割は症状が消失し（つまり認知症が治って）もとの生活に戻っていると 

 いう事実を御存知ですか？ 

 当日は，実際に治った方々の報告，全体的な成果，そしてこれらを生む理論について 

 時間の許すかぎりお話しいたします． 
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対談 

対談 

 

対談者：竹内 孝仁（国際医療福祉大学大学院 教授・日本自立支援介護学会 会長） 

大田 仁史（茨城県立健康プラザ 管理者） 

 

司 会：鈴木 孝治（藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科 教授） 

 

竹内氏と大田氏は，医師としての活動を開始された大学が同じ東京医科歯科大学です． 

 

大田氏の幅広いご研究とは，若干方向性と分野が異なって出発したように感じますが，

1979年に第1回地域リハ研究会を立ち上げた際に，同じベクトルを持たれ，最終ゴール地

点は同じ方向を目指してこられたと伺っております． 

 

竹内氏は，同日のご講演「認知症を“治す”― その理論・実際・成果」に至るまで，多数

のさまざまな分野でのご研究をされてきました． 

 

今回は，竹内氏が，なぜこれらの研究をするに至ったのか，その研究興味などについて，以

下の7点についてお聞きする予定です． 

 

１．医師を選択した理由 

２．リハビリテーション医学を選択した理由 

３．高齢者ケアに研究興味を持たれたきっかけについて 

４．社会学などの医学以外の分野の重要性を主張された理由 

５．パワーリハビリテーションをはじめられたきっかけについて 

６．介護の研究に打ち込まれるきっかけとなった出来事について 

７．認知症の研究に着手されたきっかけについて 

 

これらのポイントを中心に，大田氏との対談という形でコメントを交えながらお話を進めて

いただき，会場のみなさんに，介護・終末期に関してさらに興味を持っていただければと考え

ております． 
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【略 歴】竹内 孝仁 

1966年 日本医科大学 卒業  国立身体障害者センターに勤務 

1969年 東京医科歯科大学医学部整形外科所属，整形外科およびリハビリテーション医学を研修 

1978年 東京医科歯科大学整形外科 講師 

1983年 東京医科歯科大学リハビリテーション部 助教授 

1991年 日本医科大学リハビリテーション科 教授 

2004年 国際医療福祉大学大学院介護福祉・ケアマネジメント領域 教授 

 

医学博士 

一般社団法人日本自立支援介護・パワーリハ学会 理事長 

日本自立支援介護学会学 会長 

日本ケアマネジメント学会 副理事長 

富山・在宅復帰をすすめる研究会 会長 

 

 

 

【略 歴】大田 仁史 

1962年 東京医科歯科大学医学部 卒業 

1973年 伊豆逓信病院リハビリテーション科 部長 

1993年 同病院 副院長 

1995年 茨城県立医療大学 教授 

1996年 同大学付属病院 院長 

2005年 茨城県立健康プラザ 管理者 

茨城県立医療大学名誉 教授 

 

医学博士 

日本リハビリテーション医学会 専門医 

全国地域リハビリテーション研究会 顧問 

全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会 顧問 

日本リハビリテーション病院・施設協会 顧問 

全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会 顧問 

健康いばらき推進協議会 会長 

茨城県地域リハビリテーション普及促進協議会 会長 

茨城県介護予防推進委員会 委員長 

茨城県地域ケアシステム検討委員会 委員長，等 
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一般演題抄録 

17日（日） 
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一般演題【１】 

緩和ケア病棟におけるがん終末期リハビリテーションに関する調査 

〜 臨床手続きに着目して 〜 

 

○加藤 翼１） 小澤 温２） 

 

新宿区立子ども総合センター 理学療法士１） 

筑波大学人間系 教授２） 

 

キーワード：がん 終末期リハビリテーション 緩和ケア病棟 

 

【目的】 

緩和ケア病棟入院料算定施設（PCU）でのリハビリ実施状況，臨床手続き等を調査，分析

しチーム医療実践の基礎資料とする． 

 

【方法】 

全国350施設の PCU（H28/3/24時点）から熊本県11，大分県8施設を除いた施設

のリハ部と PCU管理者，各331名を対象とした郵送自記式質問紙調査を行うと共に PT，

OT計８名を対象としたインタビュー調査を実施．PCUリハの実施状況，開始・終了起点，

職種間の情報共有やアドバンスケアプランニング（ACP）の活用状況を調査した． 

 

【結果】 

回収率はリハ部46.5%，PCU30.5%．PCUリハ提供施設はリハ部94.8%，

PCU89.1%．リハ開始起点は「患者希望」「入床時の状況に応じて」が多く，終了起点は

「全身状態の悪化」「死亡退院」が多かった．リハ中止・終了起点に関する施設内の統一した

手続きを有する施設はリハ部15%, PCU9%，有さない施設は医師の判断や患者・家族希望

に応じて決定している現状にあった．予後等の情報共有の手段はカルテが最も多く，カンファ

レンスや対面での共有は極めて少なかった．入床患者へのACP実践割合は73.4±4.2%，

リハゴール等に「言及することが多い」と回答した施設は 15%であった． 

 

【考察】 

がん終末期患者へのリハビリは患者希望が重要な実施根拠であり，ケア的側面が強い現状に

あると考えられた．終了起点は医師判断や患者・家族希望に基づいて決定されており，画一的

な判断が難しい現状が伺えた．終末期患者へケアにおいてACPの活用が重要視されている

が，リハの実践や臨床手続きにおいてもプロセスを検証・評価する必要性があると考えられ

た． 
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一般演題【１】 

デスカンファレンスを試みて 

 

〇川合 弘晃１） 東山 もと枝２） 

 

医療法人新生会 八幡病院 作業療法士１） 介護支援専門員２） 

 

キーワード：デスカンファレンス 多施設連携 共有 

 

【はじめに】 

筋萎縮性側索硬化症患者の介護・終末期に携わる機会を得た．山間部地域では専門医療機関

での対応が困難で，希少疾患のため，関わる担当者の経験が乏しいことも多い．また，在宅で

の関わりは多事業所，多職種となるため，連携と対応，職種間の認識の共有が重要であるが，

困難な事も多く経験した．そこで今回，経験，情報の共有と今後の課題整理を目的に多施設に

よるデスカンファレンスを試みた． 

 

【方法】 

対象は，医療関係者および地域の介護保険事業に関わるものとした．参加者にデスカンファ

レンス開催の目的を説明し，症例の介入当初から亡くなるまでの取り組みを提示した．月ごと

の多職種の関りを確認後，参加者全員で反省点や良かった点をディスカッションした．終了後

アンケートを実施した． 

 

【結果】 

5施設から合計20名の参加が得られた．アンケートの結果，「時間が長い」「事前資料が

あると良い」など運営に関する指摘は挙がったが，「経過や気持ちを他者，他職種と言葉と視

覚で振り返ることはスキルアップに繋がる」「振り返りをすることが今後のケースに活かされ

る」などカンファの意義についての意見が多く得られた． 

 

【考察】 

デスカンファレンスの実施によりチームとしてできたこと，できなかったこと，想いや認識

のズレが全員で整理・共有でき，今後のケアの質向上が期待できる．また，直接的関わりのな

いスタッフに対しても情報を共有したことで今後の介入に活かせる可能性が考えられる． 
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一般演題【１】 

呼吸機能が低下した末期がん患者の望んだ活動を支援した一症例 

 

〇田中 秀典１） 前田 太平２） 鬼塚 北斗２） 

 

一般社団法人巨樹の会 新武雄病院 理学療法士１） 作業療法士２） 

 

キーワード：訪問リハ 連携 屋外活動 

 

【はじめに】 

末期の肝臓癌で肺炎を機に入院しHOT導入にて自宅退院された症例を訪問リハで担当し

た．入院中からの介入や他職種との連携によって，症例が望まれている活動が達成出来たので

ここに報告する． 

 

【症例紹介】 

80歳代後半の男性，体重73kg，主病名は肝臓癌（Stage4）．X年Y日，肺炎の診断に

て当院入院．急性期治療を行い，Y＋28日に自宅退院し，Y＋30日より訪問リハ開始．主訴

は外食をしたい． 

 

【初期評価】＊評価日：Y＋30日 

GMTは上下肢及び体幹3～4，修正Borg Scal（安静時2，労作時 8），Hugh-Jones

分類：Ⅳ～Ⅴ，FIM：78/126点（運動46点，認知32点），MMSE：27/30点． 

 

【介入経過】 

入院時より身体評価や家屋調整を実施した．自宅内のADL効率化とADL能力向上に向け

て介入した．また，他職種と連携し外出の訓練を実施した． 

 

【結果】＊評価日：Y＋80日 

GMTは上下肢及び体幹4，修正 Borg Scal（安静時1，労作時4），Hugh-Jones分

類：Ⅳ，FIM：84/126点（運動52点，認知32点）．他職種と連携し屋外活動が出来

た． 

 

【考察】 

入院時からシームレスに介入した事で，課題を把握する事が出来た．屋外活動では症例自身

で段差昇降や車の乗降を行い達成感の向上に繋がった．シームレスに課題アプローチを行った

事やCMや訪問看護と連携しリスク管理を行った事で安全に屋外活動が出来たと考えられ

る．終末期であるがシームレスな支援や他職種と連携を行ったことで本人の要望を叶える一助

となった． 
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一般演題【１】 

外出支援により自宅にて家族と一緒に過ごすことができた事例 

 

○安田 由梨恵 1）井原 優作 2）熊谷 純久 3） 

 

医療法人三仁会 あさひ病院 作業療法士 1） 

広域医療法人輝山会 輝山会記念病院 理学療法士 2） 作業療法士 3） 

 

キーワード：家族支援 コミュニケーション 外出 

 

【はじめに】 

終末期に外出を支援し，本人や家族に非常に喜んで頂けた事例を経験した．そこに至る経過

を報告する． 

 

【事例】 

90代女性．長男の妻と2人暮らし．近隣の孫は協力的．食べることが好き．X年Y月 Z-

47日，右上腕骨骨折受傷．Z-13日，胃癌（stageⅣ）発見．Z日，回復期病棟へ転棟．病

院での看取り希望あり，ターミナルケア開始した． 

 

【評価 Z日】 

易疲労性，全身浮腫，嘔気あり，食事摂取量 1～5割．FIM運動項目20点，認知項目10

点．リハビリ以外は離床困難．needは「家の片付けがしたい」．介入方針は，苦痛なく過ご

し笑顔が増える，家族とコミュニケーションがとれることとした． 

 

【経過】 

カンファレンスにて方針を確認し，職員・家族の連携を目的に連絡ノートを導入した．

Z+29日から離床が可能になったが，Z+44日から全身状態悪化し，Z+51日に面談にて外出

を提案した．家族からは不安の声もあったが，療法士と孫が同行し Z+59日に外出をした．

自宅では好物のお寿司を食べ，食欲が無かった本人から「もう一口」と声が上がった．久しぶ

りに仏壇にお参りすることができた．その2日後，静かに息を引きとった． 

 

【考察】 

小林らは，看取り間近では家族は不安を伴いやすく，急変時の対策が具体的になされている

ことが重要だと述べている．今回，連絡ノートにて日々の様子が家族に伝わり，職員と家族と

の関係づくりに繋がっていた．さらに療法士が同行することで，急変や移動の不安を緩和し外

出が実現したと考える． 
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一般演題【２】 

当院回復期リハビリテーション病棟における療法士の 

終末期の関わりについて 

 

○井原 優作１） 下平 剛司２） 中垣 亮３） 

加藤 譲司４） 清水 康裕４） 澤 俊二５） 

 

広域医療法人輝山会 介護老人保険施設万年青苑 理学療法士１） 

広域医療法人輝山会 輝山会記念病院 作業療法士２） 医師４） 

広域医療法人輝山会 訪問看護ステーション 理学療法士３） 

金城大学 医療健康学部長 作業療法士５） 

 

キーワード：終末期リハ 回復期リハビリテーション病棟 チームアプローチ 

 

【はじめに】 

当院回復期リハビリテーション病棟（以下，回リハ病棟）は積極的に重症患者を受け入れて

おり，心不全，栄養障害，癌など併存疾患のため能力向上困難な症例に遭遇する．これらは看

取りを含めた在宅退院・転院を勧めるが，困難な場合は療養病棟へ転棟をしていた．しかし療

養病棟への待機期間中に回リハ病棟で看取りとなる症例が増加しているため報告する． 

 

【方法】 

対象は2016年4月より2017年3月末までの1年間で回リハ病棟から死亡した患者と

し，療法士の介入期間，訓練内容，スタッフ連携の内容，家族との関わりについて調査した． 

 

【結果】 

死亡退棟11例中9症例は死亡前日まで療法士が疼痛緩和・QOL向上を目的に訓練を実施

した．内訳は平均年齢 87±9.3歳，疾患区分は脳血管6名，運動器2名，廃用1名であっ

た．死因は老衰3名，脳梗塞2名，内部疾患4名であった．病棟スタッフとは定期的にカン

ファレンスを開催し，ケア方法を情報交換し，家族と共有するための連絡ノートを導入した．

外出が可能な症例には療法士が同行して自宅へ行き，困難な症例は家族と関われる時間を増や

すよう介入時間を調整し，ケア指導を実施した． 

 

【考察】 

回リハ病棟は療法士が充足しているため身体機能・精神活動の変化に感知し易く，患者の状

態に合わせた積極的な関わりが確保でき，家族を含めたチームアプローチが行い易い．今回の

経験を通して回リハ病棟の職員も TCの知識を持つ必要性を感じた． 
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一般演題【２】 

終末期における関節可動域制限の推移と予防介入の必要性について 

 

○石亀 智洋１） 中村 利江子１） 阿部 光２） 

高野 裕子２） 宿野 真嗣２） 

 

医療法人社団慶成会 青梅慶友病院 作業療法士１） 理学療法士２） 

 

キーワード：終末期 関節可動域制限 予防介入 

 

【目的】 

終末期を迎えた障害高齢者の関節可動域制限や介入効果を示した報告は少ない．そこで，今

回，死亡退院までの1年間の関節可動域の推移を示し予防介入の必要性を報告する． 

 

【対象と方法】 

対象は2012年4月から2017年4月の期間に死亡退院した 310名（退院時平均年齢

91.5±6.9歳）とした．介入として，抗重力の要素を含んだ運動プログラムと余暇活動への

参加誘導，日常ケアでの他動運動を実施した．評価・分析は，肩関節外転・肘関節伸展・膝関

節伸展・足関節背屈の可動域を2ヵ月毎に測定し，死亡退院直近までの1年間のデータを用

い，Friedman検定にて経時的変化を検証した（有意水準1%未満）． 

 

【倫理的配慮，説明と同意】 

本研究は院内倫理委員会で承認を受け，対象者とその家族には事前に説明し了承を得て実施

した． 

 

【結果】 

平均関節可動域は，肩関節は102.7°から96.8°，肘関節は-19.0°から-22.5°，膝

関節は-18.8°から-20.3°，足関節は-2.4°から-5.9°と減少し，全ての関節で有意差を

認めた（P<0.01）． 

 

【考察】 

結果より全ての関節で可動域の有意な減少が認められ，終末期における関節可動域制限の進

行リスクの高さとその予防介入の必要性が示唆された．一方，介入効果については，比較対象

となる研究報告が少ないためその検証は極めて難しく，今後，臨床データの蓄積が終末期リ

ハ・ケアにおける重要な課題の一つと考える． 
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一般演題【２】 

介護者の介護負担感軽減に向けた取り組み 

― 活動と参加に繋げるために ― 

 

〇百瀬 将太１） 山田 聡恵１） 横田 茜１） 

佐藤 成美１） 寺門 貴１） 大仲 功一２） 鈴木 邦彦２） 

 

医療法人博仁会 志村大宮病院 作業療法士１） 医師２） 

 

キーワード：介護負担感 環境調整 離床 

 

【はじめに】 

当院療養病棟入院中の症例に対し，家族交流の促進や病棟レクへの参加，移乗時の介助量軽

減を目的に，車椅子選定，移乗方法検討・指導を行った．結果，介護負担感軽減に至ったた

め，以下に報告する．尚，症例報告にあたり，家族への同意を得た．本研究は，日本作業療法

士協会が受託した平成 28年度老人保健健康増進等事業の助成を受け実施した． 

 

【症例紹介】 

A様，60代男性．X年10月に脳腫瘍発見し，治療開始．X+1年2月に当院療養病棟へ

転院．X+1年から約8年間長期療養中．介入時，四肢・体幹の関節拘縮，端座位不良．離床

低頻度で，病棟での移乗は2～3人の全介助で介護負担感があった．  

 

【経過・結果】 

筋緊張軽減および車椅子座位安定を目的に，チルトリクライニング車椅子へ変更．また，ト

ランスファーボードでの横移乗をスタッフへ指導した．車椅子変更後，車椅子座位の筋緊張軽

減．3ヵ月後，移乗介助は2人介助で可能．介護負担感は非常に大変から大変とわずかに軽

減．介入期間中に御家族様の入院等により，活動量の増加や参加頻度向上には至らなかった

が，継続して離床可能となった． 

 

【考察】 

今回，福祉用具の使用でスタッフの介護負担感が軽減したと考える．今後の課題として，A

様の離床時間確保には，心身機能の変化に応じた車椅子選定や介助方法検討は必須であると考

える．加えて，長期療養中であっても，物的・人的環境調整により，活動と参加へ繋がると考

える． 
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一般演題【２】 

介護・終末期リハビリテーション介護負担評価表の開発 

 

〇壹岐 英正 1）３） 片山 脩 1）３） 中野 匠２） 

日髙 智啓 1） 小守 理江 1）３） 天野 剛 4） 澤 俊二 5） 

 

医療法人瑞心会 渡辺病院 理学療法士 1） 作業療法士２） 

老人保健施設サンバーデン 理学療法士３） 作業療法士 4） 

金城大学 医療健康学部 作業療法士 5） 

 

キーワード：介護・終末期リハビリテーション 評価表 介護負担 

 

【はじめに】 

介護・終末期リハビリテーション（以下リハ）は自立度測定では効果判定の感度が低い．一

方で介護負担軽減の介入が効果判定として有用である．我々は多施設調査のデータを基に介

護・終末期リハ介護負担評価表を作成した．今後広く活用するため紹介する． 

 

【方法】 

第一研究として，介護・終末期における介護負担と思われるセルフケアをKJ法で抽出し，

介護職員および療法士 35名にアンケートを行い，介護負担の程度および妥当な質問項目を

抽出し質問紙を作成した．第二研究として特別養護老人ホームなど 8施設259名の介護職

員に対し質問紙のアンケートを行い，介護負担の有無および因子分析にて共通因子を抽出し

た．さらに第三研究として以上の結果から「介護・終末期リハビリテーション介護負担評価表

（以下評価表）を作成し，介護・終末期リハ対象者への評価を行い妥当性及び再現性を確認し

た． 

 

【結果】 

第一研究にて食事，整容，更衣，排泄，清拭，移乗それぞれ 24～30項目の質問紙を作成

した．第二研究にて3～4因子に分類および統合し26項目の評価表を作成した．さらに第

三研究にて Zarit介護負担尺度日本語版および終末期身体総合評価（大田 2015）を用い有

意な相関を得た．また検者間信頼性を確認し一部質問の表現を変更し再現性の高い評価表へ修

正した． 

 

【考察】 

評価表は，介護・終末期リハの評価として有用であると考える．今後は，項目数が多いため

短縮版の検討を考えている． 
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全国介護・終末期リハ・ケア研究会 会則 

National society for care & end term rehabilitation care（略称：nCERC） 

 

１．名称 

本会を全国介護・終末期リハ・ケア研究会と称する．なお略称は nCERCとする． 

２．会の目的 

本会は介護・終末期リハ・ケアに関心を寄せるすべての人々が，互いの交流と研鋳を重ねることを通し

て，この分野の発展と互いの向上をはかることを目的とする． 

３．会員 

本会は上記の目的をもつすべての者によって組織され，一般会員と賛助会員から構成し，会員となるため

の条件は設けない． 

４．組織 

本会は目的を推進するための部会を組織することができる． 

５．入退会 

本会への入退会は各自の自由意思による．ただし，入会手続きは事務局もしくは大会開催時の申し込みを

必要とする． 

尚，年会費を3年間滞納し，督促したにもかかわらず入金のない場合は，退会とする． 

６．会の運営と総会 

本会の基本的な運営は別に定める世話人会が責任を持って行い，毎年 1回の大会を開催し，その参加者

の合意を得て次年度の開催地の決定，その他必要事項の審議をもって総会とし，運営する． 

７．大会 

（１）会員の交流と互いの研鋳をはかるため，毎年1回の大会をもつ． 

（２）大会の開催は会員からの自発的な要望を総会において審議し，適当と認められた地域において開催

されるものとする． 

（３）大会はその地域における介護期・終末期リハビリテーション・ケアの発展に寄与することを目的と

して開催されることが期待される． 

（４）開催するにあたって，その形式・内容はすべて開催地の会員および組織に一任される． 

８．役員 

（１）世話人 

本会は世話人として，会長1名，副会長2名，監事2名，事務局長1名の他，役員（20名以内）を置

くことができる． 

【会長】 澤 俊二  【副会長】 金田嘉清  壹岐英正 

【事務局長】 壹岐英正（兼務） 

【役員】片山 脩  浅井美穂  稲垣圭亮  加賀順子  鈴木孝治  平野明日香  中野 匠 

（２）世話人会 

世話人会は，会長，副会長，監事，役員，事務局長で構成され，会の運営にかかわる事項について審議す

る． 

（３）役員の任期 

会長，副会長，監事，役員，事務局長の任期は3年とする． 
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（４）選出方法 

会長，副会長，監事，役員，事務局長の選出は，前任の役員会にて推薦し，総会において承認を得る． 

９．事務局 

事務局を以下に置く． 

〒470-3235 愛知県知多郡美浜町大字野間字上川田45-2 

医療法人瑞心会 渡辺病院 

全国介護・終末期リハ・ケア研究会 事務局 

Tel 0569-87-2111（代）   Fax 0569-87-2119 

１０．会の解散 

会員の多くが，本会則第２項に挙げた会の目的が達成されたと認めた時には本会を解散とすることとす

る． 

 

【附則】 

１．会費 

会費は一般会員：年額3,000円，賛助会員：年額10,000円とする．会費は連絡費，大会開催準備費，

抄録集・報告作成費，郵送費，その他事務経費などに充てられる． 

大会の会場費など必要に応じて別途納入を求められることがある． 

２．顧問 

本会は発足に際し，介護・終末期リハ・ケアの発展に寄与し，本会の趣意に理解を得た６名を顧問とす

る． 

[顧問] 大田仁史（茨城県立健康プラザ） 

才藤栄一（藤田保健衛生大学 医学部） 

柳 尚夫（兵庫県豊岡保健所） 

冨田昌夫（藤田保健衛生大学 医療科学部） 

渡邊靖之（医療法人瑞心会 渡辺病院） 

土屋 隆（広域医療法人輝山会 輝山会記念病院） 

３．本会則は2013年9月22日をもって施行する． 

４．本会の会計年度は，毎年4月1日に始まり，翌年3月末日に終わるものとする． 

５．2014年5月26日 一部改訂 

2015年4月 27日 一部改訂 

2015年 12月 15日 一部改訂 

2017年4月 24日 一部改訂 
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入会案内 

 

入会ご希望の方は，研究大会中受付までお申し出ください．非会員での受付をされた方は，同じ参加費で

入会可能です．会員で受付された方は，入会登録されているため手続きは必要ありません． 

 

研究大会に非会員で参加され後日入会希望する方，研究大会に参加されなかった方は，以下の方法で入会

可能です． 

 

入会申込書に必要事項を記入後，年会費（一般会員￥3,000・賛助会員￥10,000）を当研究会口座へお

振込みください．入金確認後，会員番号よび会則，会員情報等をご連絡いたします．なお入会申込書は当研

究会事務局まで郵送をお願いいたします．また，入会申込書の項目をメールにて記載し送信していただいて

も構いません． 

 

○振込先 

＜銀行＞三菱東京UFJ銀行 

＜支店名＞豊明支店 

＜種別＞普通 

＜店番＞756 

＜口座番号＞0094027 

＜口座名＞全国介護・終末期リハ・ケア研究会 事務局長 壹岐 英正 

 

○事務局 

〒470-3235 愛知県知多郡美浜町野間上川田45-2 

医療法人瑞心会 渡辺病院 リハビリテーション科 

Tel：0569-87-2111 Fax：0569-87-2119 

入会申し込み用 E-mailアドレス：nyuukai@n-cerc.org 

その他お問い合わせ E-mailアドレス：info＠n-cerc.org 

担当：壹岐 英正（IKI HIDEMASA）  

mailto:nyuukai@n-cerc.org
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※コピーしてお使いください． 

 

 

 

  

全国介護・終末期リハ・ケア研究会 入会申込書 

氏名：  職種：  経験 

年数： 
年目 

生年月日： 明・大・昭・平    年    月    日 

所属：  

所属住所： 
〒 

所属TEL：  所属 FAX：  

Mailアドレス：  

会員：       一般会員  ・  賛助会員 

メールマガジン配信： 可 ・ 否 備考：  
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協賛・広告 
 

医歯薬出版株式会社 

一般社団法人藤田学園同窓会 

医療法人愛正会やすらぎの丘温泉病院 

医療法人社団慶成会青梅慶友病院 

株式会社医学書院 

株式会社三輪書店 

株式会社メジカルビュー社 

株式会社モリトー 

広域医療法人輝山会 

中央法規出版株式会社 

パシフィックサプライ株式会社 

藤田保健衛生大学医療科学部同窓会 

フランスベッド株式会社 

本田技研工業株式会社 

（敬称略，50音順） 

 

運営スタッフ一覧（平成 29年9月５日現在） 

 

【大会長】 

鈴木 孝治 

 

【実行委員長】 

平野 明日香 

 

【副実行委員長】 

稲垣 圭亮 

中野 匠 

 

【実行委員】 

浅井 美穂 

壹岐 英正 

加賀 順子 

澤 俊二 

三次 園子 

 

【実行協力委員】 

天野 剛 

伊藤 翔太 

太田 百香 

大堀 純奈 

岡本 桜子 

小笠原 恵 

児玉 祐里 

關 慧美子 

服部 幸介 

古本 文子 

牧 洸生 

宮津 夏純 

村瀬 幸恵 

山田 将之 

山本 浩平 

吉田 真知子 

（敬称略，50音順） 
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