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お話するトピックス 

 慢性痛診療のカギ：生物-心理-社会モデル 

 心理・社会面へのアプローチ（４つのモデル） 

 心理的柔軟性モデル                            

（＝アクセプタンス＆コミットメント・セラピー：ACT） 

 慢性疼痛に対するACTの実際・有用性 



慢性痛診療のカギ 



生物-心理-社会モデル 

生物 

心理 社会 

感情 不安・うつ・怒り 

認知 破局的思考・自己効力感 

行動 過活動・回避行動  など 

家庭 職場  

補償（訴訟）  

医療とのかかわり（医療不信）など 

慢性痛には様々な要因
が複雑に関与している 

（精神医学的問題も含む） 

患者の「いたみ」を 

包括的に診る必要性 

柴田・安達（2016）を参照し作成 



心理・社会面の評価 

• HADS：不安・うつ 
• AIS：不眠 
• PSC：痛みへの破局的思考 
• PSEQ：自己効力感 
• EQ5-D：QOL         など 

• 家庭での問題：夫婦・親子・嫁姑関係 
• 仕事での問題：仕事量・人間関係 
• 補償の有無 ：労災保険・交通事故 
• ZARIT   ：介護者負担      など 

生物 

心理 社会 



慢性痛診療の目標 

痛みを 

完全に取り除く 
ADL・QOLの向上 

目の前の患者さんにとっての 
QOLの向上とは？ 
→心理-社会的背景に目を向ける 
 必要性。 

目の前の患者さんを取り巻く
悪循環は？ 
→心理-社会的要因がどのように 
 複雑に絡みあっているかを理解。  
 好循環につなげる必要性。 

その際に有用なのが… 

行動科学／認知行動療法のモデル（理解）・アプローチ 



心理・社会面への 
ゕプローチ 



武藤崇先生（同志社大学心理学部）のスライドより 

心理・社会面へのアプローチ 

認知行動療法における 



心理・社会面へのアプローチ 

① オペラント行動モデル 

② 認知行動療法（CBT）モデル 

③ Fear-avoidance モデル 

④ 心理的柔軟性モデル                        

（＝ゕクセプタンス＆コミットメント・セラピー：ACT） 

McCracken & Morley (2014) 

いずれのアプローチも 
患者のQOLに影響を及ぼす 

悪循環/好循環に 
焦点をあてる 

認知・行動パターン 

周囲との相互作用 

認知行動療法における 



疼痛行動（Fordyce, 1976） 

＝a)苦痛や苦悩といった不平を言う〃 

 b)非言語的な音をたてる（例；うめく〃ため息をつく） 

 c)身体的な姿勢や動き（例；足を引きずる〃痛みのある箇所をさする〃   

  顔をしかめる） 

 d)機能的な制限や障害を示す（例；過剰に長い時間〃横になっている） 

① オペラント行動モデル 

武藤崇先生（同志社大学心理学部）のスライドを一部改変 

＝患者が痛みを表現するすべての行動 
 痛みが慢性化するにつれて、疼痛行動自身がコミュニケーション 

 の手段として機能し始めることも（小山〃2016） 



② 認知行動療法モデル 

出来事 

認知 

感情 身体 

行動 

「こんな痛みでは、どうせ楽しめない」 

不安・怒り・孤独感 痛み・体のだるさ 

誘いを断る・横になる 

友人から食事 

に誘われた 

ペーシング 

エクスポージャー 

リラクゼーション 

認知再構成法 

認知・行動パターン 

にアプローチ 

• ちがう見方はできないか＜ 

• 考え方の幅を広げる 

• 適切なペースを保って 

  活動することを促す 

• 不安を感じる活動に 
慣れてもらう 



Vlaeyen (2000) 

③ Fear-avoidanceモデル 

エクスポージャー 

認知再構成法 

厚労省 強迫症の認知行動療法マニュゕルより 

慢性疼痛治療ガイドラインより 



価値 
(何が大切かを知る) 

コミットされた
行為 
(必要なことを行う) 

文脈としての自己 
(純粋なる気づき) 

脱フュージョン 
(思考を観察する) 

ゕクセプタンス 
(オープンになる) 

心理的柔軟性 

④ 心理的柔軟性モデル                         
（＝ゕクセプタンス＆コミットメント・セラピー：ACT） 

今この瞬間との接触 
(今、ここに、いる) 



④ 心理的柔軟性モデル                         
（＝ゕクセプタンス＆コミットメント・セラピー：ACT） 

ハリス(2012) 

Acceptance 
 

自分のコントロール
が及ばないものを     
受け入れる 

＆ Commitment 
 

人生を豊かにする行動             
をとることを      
自己決定する 



 第3世代行動療法の1つ。 
 症状（痛みなど）の低減を治療目標として設定しない。 
 価値に沿う活動の活性化に焦点をあて〃QOL向上を図る。 

その人が生きる上で
大切にしたい姿勢を
言葉にしたもの 

ACTの特徴（従来の認知行動療法との比較） 

例）“家族を大切にする” 
  “ものを作ること” 
  “新しいことに挑戦すること” 



痛み（＋） 

不安（＋） 
痛みについて反すうする 

活動を避ける 

痛み（±） 

不安（－） 

痛み（＋）  
不安（＋） 
QOL低下 

短期的結果 長期的結果 回避行動 

痛み（＋） 
不安（＋） 

価値に沿う行動の活性化 

痛み（±） 
不安（±） 

痛み（±）  
不安（±） 
QOL向上 

短期的結果 長期的結果 

痛みや痛みに伴う思考・
感情をそのまま観察する 

コミットメント 

アクセプタンス 

痛みを取り除けなければ 
先へ進めない 

痛みを取り除こうと必死に 
なることで、余計に痛みに 
振り回されている !? 

痛みを取ることが 
最優先の生活 

ACTによるアプローチ 

慢性疼痛患者によく見られる悪循環 

痛みを引き受け 
価値に沿った生活 

まずは痛みを
何とかせねば 

本来、私が人生で 
大切にしたい 
ことは＜ 



価値 
(何が大切かを知る) 

コミットされた
行為 
(必要なことを行う) 

文脈としての自己 
(純粋なる気づき) 

脱フュージョン 
(思考を観察する) 

ゕクセプタンス 
(オープンになる) 

今この瞬間との接触 
(今、ここに、いる) 

オープンになる 今、ここにいる 大切だと思う 

ことをする 

心理的柔軟性 



7 

大切だと思うことを
する 

その行動を、今できる範囲
で生活に取り入れていく 

モノを作る 
つながる 

美しい空間
を保つ 

自分の役割
を果たす 

新しい発見を
する 

楽しい時間
を共有する 

7 3 

自分が人生において 

大切にしたいことを明確に 

例）手芸を再開する 

   

身体によい 
ものを食べる 
身体を動かす 

６ 3 

10 

８ ６ 

６ 3 

６ ４ 

信じる 
味方でいる 

６ 3 

例） 



オープンになる 

痛みがあると 
楽しめない 

思考と距離を取り、 

感覚・感情はそのままに 

いたみモンスターと 

共に価値の方に向かう 

私は 

 

         という思考を持っている 



今ここにいる 

過去 未来 

いつも 
自分は… 

あの時… 
してれば 

ひどく
なったら
… 

この先も
ずっと… 

思考 

記憶 

感情 

感覚 

過去  今、ここ  未来 

今、この瞬間に感じていることに
評価・判断を加えることなく 

注意を向ける 



慢性疼痛に対する 
ACTの実際・有用性 



名古屋市立大学病院 いたみセンター 

2017年4月～現在 

患者さま 

精神科医 リハビリ医 

麻酔科医 

理学療法士 

看護師 

臨床心理士 

慢性疼痛に対するACTの実際 



当院における慢性疼痛 
×ACT集団プログラム  “のびやかプログラム” 

 対象：当院いたみセンターを受診した慢性痛患者             
（臨床的判断に基づき予め設定した選択基準・除外基準に則り、
心理療法の適応と考えられた方） 

 

 構造： 
 2～6名の小集団形式、1回2時間×毎週 

 集団形式 7回（進捗に合わせて10回まで延長） 

  ＋個人形式 1ヶ月後FU ＋3ヶ月後FU ＋6ヶ月後FU 

 精神科医・臨床心理士で実施 

 観察研究（同意が得られた患者のみ）として実施 



当院における慢性疼痛 
×ACT個人プログラム  

 対象：当院いたみセンターを受診した慢性痛患者             
（臨床的判断に基づき予め設定した選択基準・除外基準に則り、    
心理療法の適応と考えられた方、集団プログラムへの参加が困難な方） 

 

 構造： 

個人形式13回程度、1回/2-3週間、50分 

  ＋1ヶ月後FU ＋3ヶ月後FU （最長15回まで） 

進捗に合わせて回数を調整 



のびやかプログラム 

♯1 のびやかプログラムをはじめる 
慢性痛に関する心理教育 
慢性痛患者に見られる代表的な悪循環の紹介 
“形を与えるエクササイズ” 

♯2 いたみとのこれまで、これから 
痛みに対する対処法の有効性の検討 
“いたみモンスターとの闘いのメタフゔー” 
5分間呼吸瞑想法 

♯3 「価値」を思い出す 
各年代での思い出をふりかえる 
“価値動詞のエクササイズ” “人生のコンパスの作成” 
価値に向かう活動を試してみる  

♯4 こころの動きを観察する 
バリゕ（不快な思考・感情・感覚）の整理 
“価値行きのバスのメタフゔー”   
“ラベルづけエクササイズ”  

♯5 言葉と距離をとる 
“考え＝カードのエクササイズ” 
“〇〇という思考を持っているエクササイズ 

♯6 
「価値」に向かう、 
今この瞬間を味わう 

“価値行きのバスのメタフゔー” 
“マインドフルにお茶を飲む・手を観察する” 
“日常のマインドフルネス” 

♯7 痛みと共に、のびやかに生きる 
短・中・長期的目標の設定 
のびやかプログム総復習 “セルフチェック” 
“卒寿の祝いに”  

オープンになる 

今、ここにいる 

大切だと思う 

ことをする 

オープンになる 

オープンになる 

今、ここにいる 

今、ここにいる 

大切だと思う 

ことをする 
宿題 

宿題 

上記は、2019年2月現在のもの。外部のACTの専門家（武藤崇教授（同志社大学））にゕドバイスをもらい、定期的にプログラムを改変中。 



思考・感情・感覚 対処法 短期的効果 長期的効果 人生への影響 

痛み 
「この痛みはいつまで

続くのか」 
不安 

思うようにできない 
ことへの焦り 

症状について 
調べる 

色々な病気や治療法
の情報が得られる 

不安が増す 
時間が 

もったいない 

外出を避ける 痛み・不安が和らぐ 不安・後悔↑ 楽しみが減る 

痛みがましな時
にいつも以上に
掃除をする 

達成感あり 
痛みから気がそれる 

ずっとはできない 
後で痛みが悪化 

痛みに 
振り回されている 

 “いたみモンスターとの闘いのメタフゔー” 

痛みを低減/予防するための対処法＝痛みを遠ざける/避ける 

いずれも痛みに関わる行動であり〃それに必死になることで〃   
本来自分がやりたい活動が手薄になる可能性について体験的に共有。 

自分の大切にしたいこと（価値）を生活の軸に 

♯1～２ のびやかプログラムをはじめる 
いたみとのこれまで、これから 

例） 



価値の明確化と活性化 
（生活の充実につながる活動の明確化と活性化） 

♯3～4 

人生の各領域における「価値」を明確化。 

その価値に沿った活動を行うことを提案。 

例） 

趣味（重要7・達成3）：「モノづくり」 

              — 押入れから手芸用品を出す 
 
健康（重要8・達成4）： 「身体に良いものを食べる」 

               — 野菜ジュースを作る 

“人生のコンパスの作成” 



  

  

  
  

  

今この瞬間を味わう（マインドフルネス） 
言葉と距離を取る  ♯４～6 

言葉と距離を取る 
• “〇〇という考えをもっている
エクササイズ” 

• “カード＝考えのたとえ” 

過去 未来 今この瞬間 

  

  

考え 

感情 

感覚 

記憶 

  
  

  

過去 未来 今この瞬間 

今この瞬間を味わう 
•茶を飲むエクササイズ  

•呼吸瞑想 など 

「噛みしめや力みに気づいた」 
「いつもの不安に気がそれた」 

例） 



価値 
(何が大切かを知る) 

コミットされた
行為 
(必要なことを行う) 

文脈としての自己 
(純粋なる気づき) 

脱フュージョン 
(思考を観察する) 

ゕクセプタンス 
(オープンになる) 

今この瞬間との接触 
(今、ここに、いる) 

オープンになる 今、ここにいる 大切だと思う 

ことをする 

心理的柔軟性 
 

＝いたみがありながらも、  

   生きがいのある生活を送る 



慢性疼痛に対するACTの有用性 
 最新のメタゕナリシス（Hughes et al, 2017）によると、 

 ACTを受けた群は、通常治療群や待機群と比較して、 

 治療直後：痛みの受容 心理的柔軟性 不安・抑うつ 機能障害に効果あり 
 3～6ヶ月経過時：痛みの強さ 機能障害 抑うつに効果あり 
 

 慢性疼痛治療ガイドラインによる推奨度：１A（行うことを強く推奨） 
 

 ゕメリカ心理学会第12部会（Division 12 of the ＡＰＡ, 2017）： 

 実証的研究によって有効性が強く支持されている心理療法 
 「痛み全般（Chronic or Persistent Pain in General, including numerous conditions）」に対して
唯一推奨されている 

 

 診断横断的アプローチ（武藤・三田村〃2011） 

（当院でも観察研究を実施中） 



認知行動療法(ACT)のエッセンス 

心理療法という形で行わずとも・・・ 

患者さん・ 
多職種・ご家族（周囲の方） 

とも共有できる !? 

 “疼痛行動“” Well behavior（適切な行動）”を取り巻く環境に注目する 

 患者さんの考え（破局的思考）や感情を整理、否定せず、気づきを促す 

 この方が「価値」を置いていることは＜ 

 痛みがありつつも「価値」にそって取り組んでおられることに注目する 

＝患者さん自身の力を引き出す 



ご清聴 
ありがとうございました 

2019/2/9（土）名古屋市立大学 慢性疼痛に対する集学的ゕプローチの実際 


