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慢性疼痛治療における

集学的アプローチ

慢性疼痛に対する集学的アプローチの実際
〜心理療法・理学療法を取り入れた多職種ワークショップ 2019年2月9日



慢性疼痛患者の生きる力を
支える人材育成

平成28~32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



日本人の慢性痛の保有率は、

17,000,000人

インターネットによる18歳以上、大規模調査（2004年）
人口１億2743万人に対して13.4%

服部、日薬理誌(Folia Pharmacol. Jpn.)127，176~180(2006) 

生活や仕事になんらかの支障をきたす
自分の「痛み」は
適切にコントロール

されていない

約78%



慢性痛の悪循環 fear avoidance モデル*

* Vlaeyen JW. et al., PAIN 85: 317-32, 2000
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慢性疼痛患者へのアプローチ方法

生物・心理・社会モデル* 

慢性痛

生物学的
要因

•重症度
•侵害刺激
•脳機能
•不動化

心理学的
要因

•感情
•破局思考
•ストレス
•処理能力

社会的
要因

•学校職場
•家庭環境
•経済状況
•サポート

*Engel G, The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine"  Science 196 (1977) 129-136



慢性痛治療法 定 義 （例）

Unimodal

単一式

a single therapeutic intervention 

directed at a specific pain mechanism or 

pain diagnosis

・麻酔科の神経ブロック
・理学療法士の運動療法

Multimodal 

多様式

the concurrent use of separate 

therapeutic interventions with different 

mechanisms of action within one 

discipline aimed at different pain 

mechanisms.

・医師によるプレガバリン
＋オピオイド
・装具＋NSAIDSの処方

Multidisciplinary

集学的

multimodal treatment provided by 

practitioners from different disciplines.
・医師による抗うつ薬の処
方＋理学療法士の処方する
運動療法＋心理士による認
知行動療法（個々に治療）

Interdisciplinary 

学際的

multimodal treatment provided by a 

multidisciplinary team collaborating in 

assessment and treatment using a shared 

biopsychosocial model and goals.

・全員が定期的ミーティン
グで、診断・治療目的・治
療計画を話し合う必要

多様式疼痛治療タスクフォース2017



時 間：毎週木曜日 朝8:00~9:00
場 所：いたみセンター内
参加者：医師（麻酔科・精神科・リハ科・整形外科、緩和ケア部、

東部医療センター疼痛緩和科支持治療科）
臨床心理士、理学療法士
薬剤師、看護師、医学部・薬学部学生

いたみセンター
カンファレンス



カンファレンスシート の活用

症例提示/患者の評価
１ 痛みの強さ NRS
２ 質問紙を用いた問診事項

PDAS, HADS, PCS, PSEQ, EQ-5Dなど

３ 疼痛部位/罹患期間

カンファレンス参加者の意見
A 器質的な医療の専門医
（運動器・神経機能管理）
B 精神心理の診療の専門医
（精神科・心療内科、臨床心理士）
C 診療・評価・治療を補助するもの
（看護師、理学療法士、作業療法士、薬剤師）

病態サマリー
◆侵害受容性疼痛
◆神経障害性疼痛
◆精神・心理的要因
◆社会的要因

診断名 ICD-11

目標・ゴール設定

治療方法



慢性痛診療における地域医療連携の必要性

痛みセンター

診療拠点病院 地域医療機関

中核病院

診療所

薬局

整形外科
ペインクリニック
精神科・心療内科
リハビリ施設
訪問看護ステーション
かかりつけ薬局

など

集学的アプローチ
専門家による評価・治療介入
手術などの高度医療

投薬、リハビリなどの継続
在宅医療、社会的支援
処方薬管理

医療機能の分担・専門化

医療連携

患者さんが地域で継続性のある適切な医療を受けられるようにする

患者背景の理解
地域に根差した医療

平成30年度厚生労働省
慢性疼痛痛診療体制構築モデル事業
東海・北陸ブロック



痛みセンター

診療拠点病院 地域医療機関

診療所

薬局

整形外科
ペインクリニック
精神科・心療内科
リハビリ施設
訪問看護ステーション
かかりつけ薬局

など

紹介

中核病院
各医療機関に関する
情報の集約・共有

うちではリハビリも
できますよ〜

オピオイドの管理も
しますよ。

集学的アプローチや
認知行動療法って
こういう患者さんに
オススメですよ。 慢性痛患者の特徴や慢性痛診療についての知識の共有と理解

👉相互の特色を生かした地域医療連携の推進

逆紹介

慢性痛診療における地域医療連携の必要性
平成30年度厚生労働省
慢性疼痛痛診療体制構築モデル事業
東海・北陸ブロック



学びなおし講座「チームで取り組む慢性疼痛」

1. 痛みに対するチーム医療
2. 痛みの基本的知識の整理
3. 痛みの分子・神経基盤と、その脳機能イメージングによる理解
4. 痛みの評価法（体験型）
5. 痛みの治療における漢方薬の活用
6. 薬物治療と依存
7. 慢性疼痛の認知行動療法
8. 慢性疼痛の集学的診療における理学療法士の役割
9. 慢性痛の新世代認知行動療法：ACT
10. 疼痛への看護ケア
11. 慢性疾患に対するマインドフルネス認知療法ー精神科での試みー
12. 知ってもらいたい子どもの慢性痛の現状と必要な対応法
13. 腰痛へのアプローチ
14. 腰痛への理学療法
15. 顎顔面のいろいろな痛みについて


