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腰痛の個別ケア 

複数の治療法を組み合わせて対処する腰痛はまさに個別ケアを適応すべき対

象であると言える。 

知っておくべきトップ 10 

•背部痛のある人は人それぞれである。

•すべての背部痛が同じというわけではない。

•治療は、苦悩を和らげ機能的な目標を達成するために提供されるべきである。

•それぞれの治療法が、様々な人々の、様々な病期の、様々な問題に対して効果を

発揮する。 

•他の人々に比べて、副作用が起こりやすい患者群が居る。

•全ての人が全ての治療法にアクセスできるわけではなく、また、全ての治療を受

け入れることができるわけではない。 

•個人に何が起こるかを予測することは、科学的に不正確である。

•個別化されたケアと層別化されたケアは別のものである。 層別化されたケアは

費用対効果が高く、個別ケアは満足度を高める可能性がある。 

•治療は適応された場合にのみ機能する。共同意思決定は患者の治療意欲を高め

ることができる。 

•治療に関するインフォームドコンセントには、患者個々についての利益とリスクに

関する個別の情報が必要である。 
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腰痛は、複数の生物学的、心理的、社会的メカニズムによって引き起こされる複

雑な問題である。さまざまな病態が痛みに関連している可能性があるが、特定の

時点での個人の痛みの正確な要因を決定するのは困難であり、身体構造的な病態

がない場合もある。小児では、脊椎分離症などの構造上の病態が検出される場合

もあるが、多くの場合みつからない。MRI の T2 強調画像での椎間板スペースの

狭小化または信号強度の減少、椎間板の膨隆または脱出、終板の骨硬化および

Modic 変化、椎体辺縁の骨棘および椎間関節の変形性関節症を含む脊椎症の複

雑な X 線写真の変化は、それぞれ痛みに関連する可能性がある病態である。ただ

し、これらの X 線写真の変化は、小児期後期から痛みのない人々にも頻繁に観察

され、痛みの重症度とはわずかにしか関連していない。 

痛みの重症度が大きく変動しても、X 線所見はほとんど変化しない。多くの腰痛

は、筋肉のけいれんや末梢神経の感作に起因する可能性がある。脊髄および脳で

の神経処理過程を通じた痛みの増大（例：中枢性感作）は、痛みの重症度または広

い範囲の疼痛の発症に寄与する可能性があり、脳の機能的結合性の変化は、腰痛

における感情的、認知的、運動面での困難さに寄与する可能性がある。機械的刺

激が運動時の腰痛の原因となるが、急性の組織損傷だけでなく明らかな原因がな

くても痛みが再燃することがある。例えば、神経根が刺激または圧迫されている場

合や脊椎深部の構造に起因する不明瞭な体性表現の場合でも、痛みは脊椎に限局

することもあれば、放射状に広がることもあり、あるいは非脊椎領域にまで広がる

こともある。気分の落ち込み、不安、恐怖回避、破局的思考、認知的干渉、信念、そ

の他の心理的要因は、痛みの経験の構成要素である。症状や徴候は、痛みのメカニ

ズムを反映している可能性があり、日中、週ごと、または長期間にわたって変化す

る。患者それぞれの併存疾患と危険因子を呈する場合がある。 

エビデンスに基づくガイドラインは、一般的な診断に従ってグループ化された患

者に効果的な治療をサポートする。腰痛には様々な治療法がある（医学的、理学療

法的、心理的など）。腰痛のある全ての人に運動と機能的活動を奨励する必要があ

るが、高品質のランダム化比較試験で明確な利点を示した特定の運動内容はほと

んどない。医療者が診療する患者は蔓延している腰痛症の氷山の一角にすぎず、

このことは医療が個々の患者のニーズを満たさないという推定を反映している可

能性がある。層別化された個別ケアは、個々の患者により見摂津に合致した治療ア

プローチであり、それによって治療効果を改善しようとするものである。 

腰痛に対する特定の治療介入によって鎮痛効果が得られる同系統の患者の一群

を層別化する試みが広く行われている。例えば、ＭＲＩ検査で神経障害の症状およ
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び徴候に一致する所見が得られた場合、減圧手術が適応となる可能性がある。急

性腰痛の患者のうち、修正可能な予後不良の危険因子に基づく層別化は、

STarTBack 質問票の使用で一般化されている[1]。腰痛エピソードにおいて医

療を受診した最初の時点で、質問票に回答することで、簡単なアドバイス、監督さ

れた理学療法、またはより集中的な（そして高価な）理学療法士が提供する認知行

動療法的な治療へと割り振られる。このような取り組みは、自然に改善する可能性

がある患者にとって、高い費用を要する集学的な治療を回避するのに役立つ[2]。

STarTBack を、二次医療環境における亜急性または慢性の腰痛患者により広く

適応することの明確なエビデンスが示されている。 

 個別化されたケアは、階層化された患者群内であっても個人それぞれが同じで

はないことを認識し、患者と診療医との間で共同意思決定の上で実践される必要

がある。治療法の選択は、治療効果の有益性だけでなく、有害事象のリスクや患者

の個人的な指向、価値観、理解にも依存する。複数の治療法が考えられる腰痛に対

して、個別化されたケアを提供することは理想的である。患者が十分な情報に基づ

いて意思決定を行えるようにするための情報の共有には、時間がかかる場合があ

る 。 文 章 や Web 記 事 の 情 報 （ 例 ： https ：

//www.eurospinepatientline.org/ 、 https ：

//www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/back-

pain/）および集学的な診療チームは、個別化したケアの提供とともに患者自身に

よる意思決定を支援し、セルフケアを促進することができる。個別化したケアと患

者による治療選択は、運動と日常生活での活動性に関する中心的なアドバイスが

常に強化されるようにすべきであり、また、患者が治療効果の低い選択肢注目す

ることを回避するようにすべきである。 

 個別化したケアを提供するには、患者の救いがないと思う信念を再構築し、適切

な治療法を選択することを助けることができる情報に通じた診療医が必要である。

治療法を選択する際に考慮すべき重要な事項として、有効性（効果があるか？、そ

の効果が現れるのはいつか？、その効果はどのくらいか？）および有害事象の危

険性とその内容が挙げられる。診療機関についての要因としては、利便性と治療

へのアクセスのしやすさが含まれる。年齢、性別、民族性、教育歴が異なる個人に

対して、治療の特徴のバランスが取れた個々の患者にあった治療を選択する。治

療反応性と有害事象は、患者の遺伝的体質、併存症、または併存治療によって異な

る場合がある。たとえば、非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）はランダム化比較試

験で効果的かもしれないが、プラセボよりも臨床的に重要な利益を得ることがで

きたのは試験参加者の半数未満であった。NSAIDs は中枢性感作のない患者に
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適している可能性がある[3]。腰痛患者は不均一な集団であるが、ＮＳＡＩＤs の有

害事象として、50 歳以上でプロトンポンプ阻害剤を服用していない場合に胃腸障

害がよく起こり、心血管リスクの高血圧、高脂血症、または心血管系イベントの既往

がある患者で最大である。痛みの緩和は、治療の最も重要な特徴と見なされる可

能性がある[4]が、達成可能な身体機能についての目標は、痛みが緩和できない

場合に重要である。 

 慢性腰痛の個々の治療による利益と害を予測することは、科学的には困難であ

る。診断、臨床、画像診断、または臨床検査からメカニズムに基づいた層別化は直

感的に理解でき、アドヒアランスを促進し、特定の反応とプラセボ反応の両方を促

進し、患者の満足度を向上させる可能性のある治療内容を決定する。ある治療が

失敗した場合、別の治療が試みられる可能性があるが、痛みのメカニズムまたは患

者の指向が変わった場合に、失敗した治療が後から成功する可能性もある。しかし、

この「試してみる」アプローチは、治療の持続やセルフケアを思いとどまらせる場合、

失敗が落胆を助長する場合、または経済的および個人的な負担がある場合、それ

自体が害を及ぼす可能性がある。患者が適時的に有益性を最大化できる治療法を

確実に選択できるようにするためには、より効果的な予測ツールが必要である。治

療を割り振る他の方法と比較して、層別化と個別化ケアが患者にとって利益とな

ることをランダム化試験によって確認する必要がある。現在のところ、検査結果と

エビデンスに基づく治療選択を調和させることが慢性腰痛患者にとって有用であ

る。 
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