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1.

はじめに
慢性痛の治療では、薬物療法、インターベンショナル治療（神経ブロック等）といった身体的治療の有

効性は限定的であり、認知行動療法、運動療法、およびそれらを含む多職種集学的治療のエビデンスが確
立している。慢性痛は心理社会的要因の影響が大きいことが知られており、心理面・行動面にアプローチ
する認知行動療法は重要な治療選択肢である。さらに、運動療法、多職種集学的治療にも認知行動療法の
エッセンスが組み入れられているため、慢性痛の多職種診療において認知行動療法の専門家の必要性は
高い。しかし、慢性痛の認知行動療法の専門家は需要に比べて極めて少ないのが現状であり、その人材育
成は喫緊の課題である。
そこで、平成 28 年度文部科学省「課題解決型高度医療人材育成プログラム」採択事業である「慢性疼
痛患者の生きる力を支える人材育成」では、認知行動療法エキスパート養成コースにて、慢性痛に対する
認知行動療法、特に新世代認知行動療法であるアクセプタンス＆コミットメント・セラピー（Acceptance
and Commitment Therapy: ACT）の心理専門家の育成を行ってきた。慢性痛の心理専門家は高い専門性
が要求され、その育成においても専門的な指導が必要となるため、本事業での取り組みを総括し、この指
導マニュアルに重要な点を要約した。
今後、慢性痛の心理専門家、特に ACT の専門家を育成する際の手引として、本マニュアルを参照して
いただければ幸いである。そして、本マニュアルの内容をさらに発展させていただきたいと願っている。
また、慢性痛に対する ACT の専門家を目指す臨床心理士・公認心理師・精神科医等にも本マニュアルを
参照していただければ幸いである。

2.

慢性痛に対する精神療法（心理療法）のエビデンス
慢性痛に対する精神療法では、認知行動療法の他にも、力動的精神療法、催眠療法、対人関係療法など

の研究があるが、メタアナリシスにて効果が確認され、エビデンスが強固に確立しているのは認知行動
療法である(1)。
慢性痛の認知行動療法には、大きく分けて、第２世代認知行動療法（A・ベックの認知療法をベースと
する従来型の認知行動療法：Cognitive Behavioral Therapy（CBT）
）と第３世代認知行動療法があり、後
者はさらに、マインドフルネス瞑想に基づく介入（マインドフルネス認知療法、マインドフルネス・スト
レス低減法など）と、アクセプタンス＆コミットメント・セラピー（ACT）に分けられる。
第 2 世代 CBT は、メタアナリシスによると、対照群（通常治療など）と比較して治療直後では疼痛に

対して効果量 0.21 の有意な弱い効果を示すが、数カ月後のフォローアップ時期には効果量 0.09 と効果
はほぼ消失し有意な効果を示さなくなる(2)。すなわち、効果が持続しないことが知られている。一方、
第 3 世代認知行動療法は、メタアナリシスによると、通常治療などの対照群と比較して、疼痛に対して
治療直後では効果量 0.24 と有意な弱い効果を示し、フォローアップ時期には 0.41 のより大きな有意な
効果量を認める(3)。すなわち、治療後も時間とともに効果が増大する傾向と言え、これは特筆すべき特
徴である。さらに、マインドフルネス瞑想に基づく介入と ACT を比較すると、前者は有意な効果をほぼ
認めないのに対し、ACT は疼痛に対して有意な弱い効果を示し、抑うつや不安に対しては有意な中程度
～大きな効果を認めている(3)。したがって、現時点で慢性痛に対して最もエビデンスの強い精神療法を
一つ選ぶならば、ACT と言える。
すなわち、現在、利用可能なエビデンスから判断すると、慢性痛の精神療法では、まず ACT を第一選
択として考え、ACT の適用が難しい場合や、実施したが効果不十分の場合に他の精神療法を検討するの
が自然であろう。

3.

医学、第２世代 CBT、ACT の世界観の違い
しかし、ACT を病院臨床に導入する際には様々な問題が生じる。それを理解するためには、医学、第

2 世代 CBT、ACT の世界観の違いを理解する必要がある(4)。

医学を含む科学は、要素還元主義（要素的実在主義、機械主義）の世界観に基づく。そこでは世界を要
素に分解し、原因となる要素を発見して、コントロールし、修正・除去することで症状の軽減・除去を目
指す。上図の「原因→結果（症状）
」という直線的な因果関係として問題を捉えるのが医学のモデルであ
る。
第 2 世代 CBT は、直線的な因果関係ではなく、病態・症状を維持している悪循環として問題を捉えて
介入を行う点で医学とは異なっている。パニック障害や社交不安障害などで悪循環モデルが考案されて
おり、それを患者ごとにカスタマイズしながら介入することが多い。一方、第 2 世代 CBT は、感情や認
知、身体反応といった構成要素（心理学的構成概念）に分解し、そのうち正常からの偏りが大きい要素を

発見して、コントロールし、修正することにより症状の軽減を図るという点では医学と共通であり、要素
還元主義の世界観に基づく(5)。
「偏りを是正する」という考え方は医学の文脈になじむため、医療現場で
は受け入れられやすく、他の職種にも理解しやすいのが利点であり、病院臨床への導入において障壁は
少ない。
一方、ACT はそのような世界観を前提としておらず、機能的文脈主義という世界観に基づいている。
詳しくは他の文献(4) (5)等を参照していただきたいが、ACT はコントロールこそが問題という立場に立
ち、症状のコントロールや低減を目的としない。ACT の世界観における目的は「この行動は患者を価値
の方向へ導くか？」であり、すなわち「この行動は、長期的な視点で考えて、患者の人生にとって有用
か？」が重要な問いである。ACT は症状の軽減を目指す治療ではなく、避けられない苦痛（症状）を持
ちながら患者自身の価値に基づいてイキイキと人生を生きることを支援するセラピーであり、そのため、
病院臨床への導入には工夫が必要となる。
慢性痛診療においては、
「原因を特定して治療することにより、痛みの低減を図る」という医学の世界
観と、ACT の世界観を両立させることが必要であり、それが慢性痛 ACT の専門家における一つの重要
な専門性である。そこでは、
「
『原因を特定して治療する』という行動のうち、個々のどの行動が患者を価
値の方向へ導き、どの行動が価値の方向へ進む妨げとなるか？」といった視点が必要となる。重要な点で
あるが、本稿で詳述することは難しいため、下記の参考文献を参照されたい。

4.

指導者に必要な条件
したがって、痛みの臨床において慢性痛 ACT の専門家を育成する場合、指導者は上記の世界観の違い

をよく理解している必要がある。慢性痛 ACT が医療の文脈の中で「異物」とならずに、医療と ACT が
両立するように、指導者は様々な点に配慮しなければならない。例えば、慢性痛 ACT を、地域の整形外
科クリニックのようなプライマリ・ケアに近い施設で比較的病歴の短い患者に対して行う場合と、大学
病院の痛みセンターで多職種チームの中で病歴の長い難治性の患者に対して行う場合では全く文脈が異
なる。そのような文脈や世界観に関する理解のもとで指導者は他の医療スタッフと適切な連携を構築し、
その中で専門家の育成を進めていく必要がある。
すなわち、指導者には、ACT の知識・経験だけでなく、医療と ACT の両立に関して実践的な経験も
必要となる。

5.

受講者（臨床心理士）に望ましい条件
ACT は臨床行動分析に立脚した介入パッケージであり、指導を受ける臨床心理士は、大学・大学院時

代に臨床行動分析や ACT を専門的に学習していることが望ましい。さらに、慢性痛は病態が複雑であり、
慢性痛 ACT は専門性が高いため、まずは不安症等の比較的病態がシンプルな精神疾患患者への臨床行動
分析や ACT の実践経験があることが望ましい。
ACT や臨床行動分析の経験がない場合は、行動療法や第 2 世代 CBT といった比較的近い心理療法の
実践経験があることが望ましい。

6.

指導内容

①

多職種チーム医療

慢性痛診療は大なり小なり多職種チームの中で行われる。最小では、地域の小さなクリニックで医師
（整形外科医や麻酔科医）
・看護師・臨床心理士のチームであろうし、大きい場合は大学病院等の痛みセ
ンターで、さらに精神科医・心療内科医・理学療法士・作業療法士・薬剤師や、他科の医師などとも連携
して集学的チームで行われる。他の職種の専門性や考え方を知りながら適切な連携を行うことが必要で
あり、本事業では、慢性痛の集学的チームの中で指導者のもとでオン・ザ・ジョブ・トレーニングを行っ
た。その際に『慢性疼痛診療ハンドブック』(6) が集学的治療のイメージを掴むために有用であった。ま
た、名古屋市立大学病院には充実した体制の緩和ケアチームがあり、受講者は緩和ケアチームの診療や
カンファレンスに参加することで、多職種チームによる集学的診療の実際を学んだ。
②

慢性痛の心理療法総論、心理社会的要因

慢性痛の心理療法の総論については、国際疼痛学会（IASP）の『慢性痛 -統合的心理行動療法-』(7)が
体系的にまとまっており、慢性痛に対する心理的介入の全体像を掴むうえで非常に有用である。本事業
では、コース受講の初めに指導者と受講者で抄読会を行った。
また、慢性痛の心理社会的要因の評価については、受講者が慢性痛患者の予診を行い、適宜、指導者が
フィードバックを行うことでオン・ザ・ジョブ・トレーニングを行った。
『痛みの集学的診療:痛みの教育
コアカリキュラム』(8)、
『慢性疼痛治療ガイドライン』(9)、『疼痛医学』(10) を参照することも有用で
ある。また、
『こころとからだにチームでのぞむ 慢性疼痛ケースブック』(11)が刊行予定であり、有用
と考えられる。
③

医学的知識（身体疾患、精神疾患の知識）

慢性痛患者には様々な身体疾患、精神疾患が合併する。臨床心理士は身体疾患に関する医学的トレーニ
ングを受けていないため、特に身体疾患関連の専門用語の理解が難しい。受講者は日々の多職種診療の
中で、
『今日の診療』のような辞書的な情報ツールを用いてその都度、専門用語を調べたり、疑問点を指
導者や他のスタッフに質問したりすることで、慢性痛に関する身体疾患の知識を増やした。
また、精神科診療と違って、慢性痛診療では全ての患者を精神科医が診察しているとは限らないため、
臨床心理士は、慢性痛に併存しやすいうつ病、不安障害、PTSD（心的外傷後ストレス障害）、ADHD（注
意欠如・多動性障害）等の精神疾患を疑い、必要時に精神科医等につなぐ必要がある。したがって、それ
らの評価にも習熟することが必要である。受講者はそれらの精神疾患の自記式評価尺度、構造化診断面
接等を学習し、評価方法を学んだ。
④

認知行動療法・行動療法・行動分析の総論

行動療法、認知行動療法の全体像を掴むには、
『はじめてまなぶ行動療法』(12)がわかりやすく、有用
である。また、受講者に臨床行動分析の学習経験がない場合は、
『臨床行動分析の ABC』(13)が入門書と
して有用と考えられる。

⑤

ACT

受講者に ACT の経験がない場合は『よくわかる ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)
明日からつかえる ACT 入門』(14)が入門書として最適と思われる。この本と他のいくつかの関連書籍を
読みながら、まずは不安障害等の、慢性痛よりは比較的シンプルな病態に対して ACT を実施することが
望ましい。
本事業では、受講者が慢性痛患者や慢性痛に類似する疾患（身体症状症）の患者に対して ACT を実施
し、セッションに指導者が同席するか、もしくは受講者が指導者に対して経過をプレゼンテーションす
る形式でスーパーバイズを数例以上行った。
⑥

教育・研究

日々の多職種診療の中でのオン・ザ・ジョブ・トレーニングだけでは体系的知識・技術の習得には不十
分なため、受講者は関連学会や研修会に積極的に参加し、知識・技術の習得に努めるとともに、学会にお
いて事例発表を積極的に行った。受講の後半には、本事業の受講者は研修会の講師を務めることが可能
となった。また、医学生の病院実習において、集学的治療や慢性痛の心理社会面の評価や心理療法に関す
るレクチャーを担当した。

7.

おわりに
慢性痛に対する心理療法専門家は、その多大な需要に比較して不足している。さらに、現在、入手可能

なエビデンスから第一選択と考えられる ACT を慢性痛に対して多職種と連携しながら実施できる人材
は極めて少ないのが現状である。その人材育成は我が国において重要な課題であり、本マニュアルがそ
の一助となることを願っている。
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