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痛みの多面性

身体的
要因

社会的
要因

痛み感覚

認知情動

身体認識 感作

恐怖，不安，抑うつ，怒り

痛みの部位・強度・持続時間など
主観的・客観的な評価

過去の記憶・知識・予測から痛みを解釈
破局的思考

社会参加度,就労・就学状況
家族構成・家族関係, 成育歴
ライフスタイル（睡眠栄養）

機能障害（メカニカルストレス）
活動制限，不活動

痛みを過剰に強く感じる
末梢性・中枢性感作自己身体の知覚・認識能力

身体所有感, 運動主体感
身体イメージ, 運動イメージ

沖田実, 松原貴子, ペインリハビリテーション入門, 2019, 38-62, 三輪書店 より引用改変



Robinson K．Kennedy N．Harmon D．M：Is occupational therapy adequately meeting the needs of people with chronic pain．Am 
J Occup Ther65：106-113，2011．

疼痛領域における作業療法士の介入

• Goal setting
• Activities of daily living (ADLs) training
• Grading activity
• Pacing
• Coping
• Self-management of flare-ups
• Behavioral approaches

• Goal setting
• Stress management
• Patients Education
• Psychologically based management strategies
• Distraction
• Cognitive–behavioral therapy (CBT)
• Psychotherapeutic approaches

機能的要因

• Exercise
• Body mechanics and postural education
• Passive joint mobilization
• Heat modalities
• Splints
• Assertiveness training Relaxation

活動的要因 心理的要因

☞理学療法と重複

作業療法独自の実践方略が必要



American Occupational Therapy Association：Fact Sheet. Occupational Therapy’s Role with Pain Rehabilitation. 

〔https://www.aota.org/-

/media/Corporate/Files/AboutOT/Professionals/WhatIsOT/HW/Facts/Pain%20Rehabilitation%20fact%20sheet.pdf〕2014.

OT and Pain Rehabilitation

慢性疼痛は時間の経過とともに無力感に繋がり，日

常生活を遂行する上でのコントロールを失う．作業療

法士は日常生活に参加することに焦点をあてた自己

管理アプローチを行う．

“Over time, chronic pain leads to a sense of disempowerment, and the loss of 

control to engage in daily activities. Using a self-management approach, 

occupational therapy focuses on helping individuals participate in daily activities 

in adaptive ways.”



American Occupational Therapy Association：Fact Sheet. Occupational Therapy’s Role with Pain Rehabilitation. 

〔https://www.aota.org/-

/media/Corporate/Files/AboutOT/Professionals/WhatIsOT/HW/Facts/Pain%20Rehabilitation%20fact%20sheet.pdf〕2014.

OT and Pain Rehabilitation

作業療法アプローチ

・教育： 痛みの教育を実施し自己管理へ

・目標設定： 個々の作業療法目標を設定

・トレーニング： 行動の活性化，コミュニケーション

・ホームエクササイズ： 自宅での痛みの管理



Roos EM．Juhl CB：Osteoarthritis 2012 year in review: rehabilitation and outcomes． Osteoarthritis Cartilage 20(12)：1477-1483，
2012．

患者教育の重要性

➢変形性膝関節症に
対する治療ピラミッド

First Choice
Patients 

Education



Roos EM．Juhl CB：Osteoarthritis 2012 year in review: rehabilitation and outcomes． Osteoarthritis Cartilage 20(12)：1477-1483，
2012．

医療者と患者の認識の違い

➢医療者は患者に運動習慣を定着させるために
どういった方法が有効であると考えているのか？？

痛みと機能の進捗を報告する

運動する頻度や内容を具体的に提示すること

目標を達成することの痛みと機能に対する利点

運動の技術を修正したり、監視すること

3か月後に運動の確認とさらなるプログラムに進める



Roos EM．Juhl CB：Osteoarthritis 2012 year in review: rehabilitation and outcomes． Osteoarthritis Cartilage 20(12)：1477-1483，
2012．

医療者と患者の認識の違い

➢患者は自分の運動習慣を定着させるために
どういった方法が有効であると考えているのか？？

痛みと機能の進捗を報告する

運動の目標の進捗を報告する

運動の技術を修正したり、監視すること

運動を行うことの利点を説明する

目標を達成することの痛みと機能に対する利点



Uritani D, et al. Perceptions, beliefs, and needs of Japanese people with knee osteoarthritis during conservative care: a 

qualitative study. BMC Musculoskelet Disord. 2021.22(1):754. 

患者が求めている情報

日常生活の困難さ
OAの原因に関する

自己分析

心理的障壁

痛みと動きの困難に対処する方法

OAの対処に役立つ情報 他者とつながる重要性

・信頼できる情報
を求めている

・口コミやメディアからの
情報に頼っている



最適な医療を実践するための構造

Hoffmann TC, Montori VM, Del Mar C: The Connection Between Evidence-Based Medicine and Shared Decision Making. JAMA 

312(13): 1295–1296, 2014.

根拠に基
づいた医療

患者中心のコミュニ
ケーションスキル

意思決定
の共有

最適な医療



Roos EM．Juhl CB：Osteoarthritis 2012 year in review: rehabilitation and outcomes． Osteoarthritis Cartilage 20(12)：1477-1483，
2012．

患者教育の重要性

➢変形性膝関節症に
対する治療ピラミッド

First Choice
Patients 

Education



Snyder-Ramos SA．Seintsch H．Böttiger BW．Motsch J．Martin E．Bauer M：Patient satisfaction and information gain after the 

preanesthetic visit: a comparison of face-to-face interview, brochure, and video．Anesth Analg 100：1753-1758，2005．

患者教育の教育方法

• どのような手法の患者教育あるいは情報提供が良いのか？

• Face-to-face interview

• Brochure plus interview

• Documentary video plus interview



Gallagher L．McAuley J．Moseley GL：A randomized-controlled trial of using a book of metaphors to reconceptualize pain and 

decrease catastrophizing in people with chronic pain． Clin J Pain29：20-25，2013．

参考書を用いた患者教育の効果

• 慢性疼痛患者97名 教育群 vs アドバイス群

• 教育群には参考書を用いて患者教育を実施．

• 参考書にはストーリーを用いた内容を掲載している．



Doering S，Katzlberger F，et al．：Videotape preparation of patients before hip replacement surgery reduces stress．Psychosom

Med．2000；62：365-373．

ビデオを用いた患者教育の効果

• ビデオによる患者教育の効果検証

• 人工股関節置換術 介入群＝46名 対称群＝54名

☞ビデオによる患者教育を

行うことで，不安の軽減と

鎮痛剤の軽減を認めた．



Moseley GL, Nicholas MK, Hodges PW：A randomized controlled trial of intensive neurophysiology education in chronic low 

back pain.． Clin J Pain20：324-330，2004．

ビデオを用いた患者教育の効果

• Cognitive-behavioral pain management programs

• 慢性腰痛患者 介入群＝28名 対称群＝26名



平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：人工膝関節置換術後患者における患者教育を取り入れた作業療法実践が疼痛と心理的
要因および活動量に与える影響． 作業療法 36：491 -498，2017．

• TKA後患者64名 対照群（n=28），教育群（n=36）

作業療法と患者教育の効果

➢ビデオによる患者教育
①OT開始時
②OT終了時

①術後リハビリテーション ②疼痛対処 ③退院後の生活



平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：人工膝関節置換術後患者における患者教育を取り入れた作業療法実践が疼痛と心理的
要因および活動量に与える影響． 作業療法 36：491 -498，2017．

• TKA後患者64名 対照群（n=28），教育群（n=36）

作業療法と患者教育の効果

➢パンフレットによる患者教育
①OT開始時
②OT終了時

①入院生活について ②日常生活の注意点 ③介護保険について



平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：人工膝関節置換術後患者における患者教育を取り入れた作業療法実践が疼痛と心理的
要因および活動量に与える影響． 作業療法 36：491 -498，2017．

作業療法と患者教育の効果
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平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：人工膝関節置換術後患者における患者教育を取り入れた作業療法実践が疼痛と心理的
要因および活動量に与える影響． 作業療法 36：491 -498，2017．

作業療法と患者教育の効果



事例供覧



事例供覧

平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：症例報告 人工骨頭置換術後の事例に対する活動量向上を目的とした作業療法実践 : 活
動の自己管理を促す「活動日記」を活用した事例．作業療法・福岡15：59-63，2017．

≪一般・家屋情報≫

【年齢】70歳代 【性別】女性 【主訴】「脱臼しないか不安です」

【家屋】マンション2階（独居） 【改修・福祉用具】動線に手すり

≪医学的情報≫

【診断名】右人工骨頭置換術の術後

【現病歴】買い物をしている際に段差に躓き

転倒した．他院に救急搬送され

右大腿骨頸部骨折にて手術施行

となる．術後翌日より身体機能的

改善を目的とした理学療法のみ開始された．術後4週

目にADL獲得と不安軽減のためOT開始となった

Bipolar Hip 

Arthroplasty



初期評価

性格 ネガティブ傾向

➢目標設定：カナダ作業遂行測定
(Canadian Occupational Performance Measure: COPM)

重要度 遂行度 満足度

一人で着替えができる 10 4 2

一人でお風呂に入る 10           2          2

一人で買い物に行く 10           2          1

脱臼に対する不安
「脱臼しないよう
にどうしたらよい
かわからない」・関節可動域(ROM)

股関節屈曲右90°，左120°
股関節外転右35°，左45°
股関節外旋右35°，左45°

事例

平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：症例報告 人工骨頭置換術後の事例に対する活動量向上を目的とした作業療法実践 : 活
動の自己管理を促す「活動日記」を活用した事例．作業療法・福岡15：59-63，2017．



初期評価

➢疼痛評価：Numerical Rating Scale(NRS)

安静時痛0/10 歩行時痛4/10

➢破局的思考評価：Pain Catastrophizing Scale(PCS) 

反芻10/20 無力感15/20 拡大視7/12

➢不安・抑うつ評価：

The Hospital Anxiety and Depression Scale(HADS)

不安10/21 抑うつ9/21

➢自己効力感評価：

Modified Fall Efficacy Scale(MFES) 84/140

Pain Self Efficacy Questionnaire(PSEQ) 15/60
平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：症例報告 人工骨頭置換術後の事例に対する活動量向上を目的とした作業療法実践 : 活
動の自己管理を促す「活動日記」を活用した事例．作業療法・福岡15：59-63，2017．



問題点

疼痛

破局的思考

不安抑うつ

不活動

脱臼に関する知
識の欠如

遂行度・満足度
低下

• 疼痛による悪循環

平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：症例報告 人工骨頭置換術後の事例に対する活動量向上を目的とした作業療法実践 : 活
動の自己管理を促す「活動日記」を活用した事例．作業療法・福岡15：59-63，2017．

脱臼に対する
不安



介入方略の立案

➢脱臼不安に対する患者教育パンフレットを作成

平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：症例報告 人工骨頭置換術後の事例に対する活動量向上を目的とした作業療法実践 : 活
動の自己管理を促す「活動日記」を活用した事例．作業療法・福岡15：59-63，2017．

患者教育パンフレット
・看護師・看護学生と作成

・大腿骨頸部骨折について
・人工骨頭置換術について
・脱臼する原理について
・脱臼する可能性のある動作について

etc・・・



介入方略の立案

➢目標達成に向けて活動日記を提案

歩数計 PLEASURE WALKER（PZ-150）

歩数 痛み コメント
毎日の記録

平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：症例報告 人工骨頭置換術後の事例に対する活動量向上を目的とした作業療法実践 : 活
動の自己管理を促す「活動日記」を活用した事例．作業療法・福岡15：59-63，2017．



介入経過

平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：症例報告 人工骨頭置換術後の事例に対する活動量向上を目的とした作業療法実践 : 活
動の自己管理を促す「活動日記」を活用した事例．作業療法・福岡15：59-63，2017．

図4　作業療法経過（活動日記の推移）
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最終評価 －OT開始42日目－

平賀勇貴，久野真也，平川善之，許山勝弘：症例報告 人工骨頭置換術後の事例に対する活動量向上を目的とした作業療法実践 : 活
動の自己管理を促す「活動日記」を活用した事例．作業療法・福岡15：59-63，2017．

事例 ➢目標達成：COPM

遂行度 満足度

一人で着替えができる 10 8

一人でお風呂に入る 10          8

一人で買い物に行く 6           5

➢NRS: 安静時痛0/10 歩行時痛1/10

➢PCS: 反芻6/20 無力感5/20 拡大視4/12

➢HADS: 不安3/21 抑うつ2/21

➢MFES: 128/140     ➢PSEQ: 48/60

活動日記：歩数3304 痛みNRS1 「外出もできそう」

脱臼不安も軽減し
自宅復帰を迎える



最後に・・・

➢慢性疼痛における患者教育のエビデンス

慢性疼痛診療ガイドライン作成ワーキンググループ：厚生労働行政推進調査事業費補助金（慢性の痛み政策研究事業），慢性疼痛診
療ガイドライン．直興交易（株）医書出版部 ，東京，2021．



〒831-8501 福岡県大川市榎津137-1

℡ 0944－89－2000 fax 0944－89-2001

E-mail：hiraga@iuhw.ac.jp

国際医療福祉大学 福岡保健医療学部
作業療法学科 平賀勇貴

Twitter：@hiragayk
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