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 報告書 No. 7 

慢性疼痛におけるセルフマネジメント教育の推進 

 

セルフマネジメント（⾃⼰管理）は疼痛ケアの治療段階における最初の⼀歩で、プライマリケ

アの前段階に位置付けられる。これを基盤として、複雑な問題に適切に対応する専⾨的な疼痛

ケアや痛みセンターでの⼀次診療が続く(4, 7, 17)。慢性的な痛みを抱える個⼈の⽣活は、保

健医療制度の範囲外で、⾃宅での家族と共に過ごす⽣活が⼤部分を占めている。この環境で

は、彼らは毎⽇⽣活における疼痛状態の結果を⾃分⾃⾝で管理している(2)。Lorig ら(8)によ

ると、慢性疼痛のような状態から⽣じる⽇常的な問題を適切に管理するためには、以下の主要

な課題（key tasks）を習得するための教育が重要である。 

 医療者との協⼒的な関係性（パートナーシップ）を構築する 

 患者が能動的に認知⾏動療法のような⾏動パターンを取り⼊れることで、⾝体機能を最⼤

化し、痛みやその他の症状を軽減する 

 他者との重要な関係性や有意義な⽣活における役割を維持するために、必要に応じて家族

や社会、仕事における責任を調節する 
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 慢性的に痛みを抱えて⽣活する中での感情的な浮き沈みに対処する 

 ストレス管理、定期的な運動、健康的な⾷事、健全な睡眠習慣を特徴とする健康的な⽣活

スタイルの維持や構築 

 適切なリソースを使⽤し、投薬の使⽤、外科⼿術、補完療法などの介⼊の決定を管理する 

 

 

ある痛み患者が「私はどのように⽣活していくかを再び学習しなければならなかった」と述べ

た(4)。 

 

成功する⾃⼰管理プログラムの教育過程は、⼀般に社会的、認知的、⾏動的理論に基づいてお

り、最適な⾝体機能の維持や限界を受容し、さらには思考、感情、⾏動においてより前向きで

あることを達成するために、⾃⼰⾝体に対する⾃信（⾃⼰効⼒感）の向上を⽬標としている

(11)。例えば、⾃⼰効⼒感（self-efficacy）についての理論は⼗分に確⽴されている。 教育し

たい内容を伝えるだけでなく、⾃⼰効⼒感について⽬標を設定することは、すなわち慢性疾患

を抱えた状態を⽇常的に管理するために、認知的、社会的、⾏動的能⼒を整理・統合できるよ

うに個⼈の能⼒を⾼めることであると⾔える。 

⾃⼰効⼒感についての原理を当てはめて⽣活できるようにするためには、⾃⼰管理プログラム

は以下のような機会を提供し、最適な健康状態を達成するために患者の⾃⼰⾝体に対する⾃信

を⾼める。 

 技能の熟練 － ⽀持的な環境を設定し、⾃⼰管理技術を実践する 

 モデリング － ファシリテーターや仲間から前向きな健康的な⾏動パターンを学習する 

 症状の再解釈 － 不適切な⾏動パターンにつながる可能性がある疾病に関連する考え・

信念を調査する（不適切な⾏動の⼀例：痛みを避けるために、過度に不活動状態を維持す

る） 

 社会的な説得 － 気の合う仲間からの⽀持と励まし(11) 
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慢性疼痛に対するセルフマネジメント（⾃⼰管理）への治療介⼊とは何か？ 

 

情報、サポート、教育がなければ、⾃⼰管理することを習得することは、多くの場合、かなり

時間がかかりストレスのたまる試⾏錯誤をせざるを得ない過程である。慢性疼痛において⾃⼰

管理を教育することの⽬的は、根拠に基づいた情報と問題解決や意思決定の⽅法の習得を促進

する⽀持的な環境を提供し、適切な資源を利⽤し、⾏動パターンを変容させるための契機を与

えることによって、試⾏錯誤しながらでも⾃⼰管理法を⾝につけるスピードを加速化させるこ

とである(1, 9)。 

 

多種多様な⾃⼰管理のための教育プログラムが存在する⼀⽅で、2007 年以来に刊⾏された慢

性疼痛の⾃⼰管理に関する介⼊研究の総説(10)によれば、ほとんどの介⼊は 3 つの⼤きなカテ

ゴリーに分類できる： 

1. 痛みと痛みに伴う⾝体的、社会的、感情的悪影響を管理するための知識と技術のツールキ

ットの提供を⽬的としたスタンフォードモデル(7,12,16) 

2. 痛みがあるにもかかわらず価値ある活動に再び参加する意欲によって動機付けられた⼈々

における、痛みへの恐怖によって動機付けられていた⾏動パターンの変化に焦点を当てた

アクセプタンス・アンド・コミットメント療法（Acceptance and commitment therapy、

ACT）(5,19) 

3. 考え・信念、感情、⾏動の関係を特定し、⾃⼰管理を促進するための原則を⽤いた認知⾏

動療法(3,14,18) 

 

圧倒的多数の⾃⼰管理についての介⼊試験では、⾃⼰管理に対する介⼊が慢性疼痛による⾁体

的、精神⼼理的悪影響を軽減する役割を果たすことが報告されている⼀⽅で、ファシリテータ

ーの能⼒差や研究サンプルである患者の痛みの状態の不均⼀性、およびその他の⽅法論的な問

題に関連して介⼊効果が充分でない可能性も報告されている。 

 



_____________________________________________________________________________________________ 
 

         © Copyright 2018 International Association for the Study of Pain. All rights reserved.  
 

国際疼痛学会（IASP）は、科学者、臨床医、医療者、政策⽴案者が団結して痛みについての理解が進む

ように⽀援し、世界中の痛みに対する治療がより良いものになることを⽬指しています。 

リソースと戦略 

教育者の意識向上と慢性疼痛⾃⼰管理を教育することを促進するためには、以下の活動が推奨

される。 

 医療者と疼痛患者に対する慢性疼痛における⾃⼰管理の原則とコミュニケーションスキル

の訓練を強化(2,4,10,20) 

 慢性疼痛に対する⾃⼰管理を促進するための教育プログラムに関する情報提供 

 全てのヒトが所得や居住地に関係なく教育プログラムを受けることができるような教育プ

ログラムへのアクセスを保証 

 

これらを達成するためには、適時的で適切に⾃⼰管理についての教育プログラムが提供される

ように、ソーシャルメディアネットワーク（SNS）や地域密着型の教育プログラムと地域医療

機関（プライマリヘルスケアプロバイダー）からのサービスと教育の提供とが密接に連携する

ことが必要である。また、地域コミュニティー内での痛みの⾃⼰管理に関する教育とプライマ

リケアでの痛みの⾃⼰管理に関する教育の両⽅を実現できる資⾦の確保安定化を実現し、これ

らの両⽅を配信できる新しいモデルが必要である(1,4,15)。 

アプローチにかかわらず、次のことが不可⽋である。 

年齢、痛みの状態、⾝体機能の障害、⽂化、健康関連倫理観といった要因について、各々のレ

ベルに適した根拠に基づいた教育資材とプログラムを調整 (1,4,10) 

⾃⼰効⼒感を⾼める戦略を⽬標とする⾃⼰管理の教育（介⼊）を⾒直して改善することを続け

る 

⾃⼰管理について教育（介⼊）するための⼟台となる患者の考え・信念についての研究や⾃⼰

管理についての教育（介⼊）と相乗的に効果を発揮するような治療（例：抗うつ薬、構造化さ

れた運動プログラムなど）についての研究をさらに深めていく (10) 
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「痛みについての卓越した教育」世界年として、IASP は「痛みについての卓越した教育」に関

する⼀連の報告書を作成した。これらの⽂書は、複数の⾔語に翻訳され、無料でダウンロード

できます。 詳細は www.iasp‐pain.org/globalyear をご覧ください。 

 

国際疼痛学会について 
（the International Association for the Study of Pain®） 

国際疼痛学会（IASP）は、痛みに関する全ての科学、診療、およ

び教育の分野における専⾨学会である。疼痛の研究、診断、また

は治療に関与する全ての者が⼊会資格を持つ（Membership  is 

open to all professionals）。 IASP には 133 カ国 7,000 ⼈の会員が所

属し、90 の国単位の⽀部学会、20 の分科会がある。 


