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痛みとは？
痛みは実質的または潜在的な組織損傷と関連、あるいはこのような損傷を表
す言葉を使って表現される不快な感覚的・情動体験である。 

引用：国際疼痛学会
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痛みの役割
• 下等生物でも備わっている生体機能 

• 侵害刺激に対する危険信号 

• 環境に適応するための反応および記憶 

• 損傷部位の回復につながる保護的反応

生きていく上で必要な機能ではあるが、ADLを阻害するのも事実…

• 意欲低下 
• 睡眠の質低下 
• 食欲低下 
• 筋力低下 

• QOLの低下　…etc

痛み ADL低下



慢性痛とは？
通常の組織治癒時間(通常3ヶ月)を超えて持続する生活的意義のない痛み。 

引用：国際疼痛学会

• 画像所見、血液検査において明らかな問題がない 
• 症状と一致する所見がない 
• 情動によって痛みが増減する 
• 職場や家庭環境など、周囲の環境や対人関係に何らかのストレスを感じている
これらに当てはまる場合、慢性痛を考えて対応する必要がある



急性痛と慢性痛の違い
急性痛 慢性疼痛


(急性痛を繰り返す慢性疼痛、
急性痛が遷延化した慢性疼痛)

慢性疼痛

(難治性慢性疼痛)

痛みの原因 侵害受容器の興奮 侵害受容器の興奮 中枢神経系の機能変化、心
理社会的要因による修飾

持続時間 組織の修復期間を超えない 組織の修復期間をやや超える 組織の修復期間を超える(3
ヶ月以上)

主な随伴症状 交感神経機能亢進 睡眠障害、食欲不振、便秘、生
活動作の抑制

睡眠障害、食欲不振、便
秘、生活動作の抑制

主な精神症状 不安 不安、抑うつ、破局的思考 不安、抑うつ、破局的思考

引用：痛みの学術的アプローチへの提言



急性痛と慢性痛の違い

侵害受容器の興奮

侵害受容器の興奮 精神症状

組織修復期間を超えて持続

組織修復期間内 急性痛

慢性痛



痛みの分類
• 一次性慢性痛：説明できない病態や痛み 

• がん性疼痛：がん自体による痛み 

• 術後および外傷後慢性痛：手術や外傷による組織損傷 

• 慢性神経障害性疼痛：神経の障害や疾患による痛み 

• 慢性頭痛および口腔顔面痛：3ヶ月以上続き、その半分の日に生じる頭痛
や顔面痛 

• 慢性内蔵痛：内臓に由来する持続的あるいは周期的に生じる痛み 

• 慢性筋骨格系疼痛：持続的あるいは周期的に生じる関節や筋の痛み



痛みの受容器
• 機械侵害受容器：強い圧など機械的な刺激に反応 

• ポリモーダル受容器：多くの刺激(機械刺激、温度刺激、化学物質刺激)に反応 

• 温度受容器：45℃以上あるいは5℃以下の温度に反応 

• サイレント受容器：炎症や様々な化学物質がある場合に感受性が変化し反応

炎症 全ての受容器が反応！



侵害受容器の分布
•皮膚 

•筋、筋膜 

•関節(関節包、靱帯、骨、骨膜) 

•内臓 

※関節軟骨には存在しない



痛みの伝導路
• Aδ繊維：C繊維の10倍の伝導速度 
　　　　　 機械侵害受容器、温度侵害受容器を有する 
　　　　　 分布範囲が狭く、痛みの局在がはっきりしている 

• C繊維：Aδ繊維の10分の1の伝導速度 
　　　　 ポリモーダル受容器、サイレント受容器を有する 
　　　　 分布範囲が広く、痛みの局在がはっきりしない



痛みの伝導路
広範囲の痛み
痛み部位が不明瞭

狭い範囲の痛み

痛み部位が明確

炎症、化学物質による痛み

機械刺激、温度刺激による痛み

炎症がある場合、全ての受容器が反応するため注意



痛みの生理学
•急性期の痛み 

•亜急性期の痛み 

•修復過程の痛み



急性期の痛み

侵害刺激

侵害受容器の興奮

発痛物質の産生
発痛増強物質 
の産生

痛み

組織の損傷

・組織損傷による痛み 

・発痛物質による痛み



Lewisの3重反応
•発赤：血管拡張による損傷部位の赤み 

•腫れ：発赤部位を中心とした2-3mmの範囲の浮腫を伴う腫れ 

•フレア(flare)：腫れの周囲数cmの範囲の血管拡張による紅
潮 

引用：On the origin from the spinal cord of the vaso-dilator fibres of the hind-limb, and on the 

nature of these fibres

組織損傷による皮膚への刺激→3重反応→痛覚過敏



疼痛抑制系の活性化
•下降性疼痛抑制系 
脳幹から脊髄後角(痛覚情報の中枢神経系の入り口)へ作用、痛
みの伝達を抑制する機能。 
ノルアドレナリン、セロトニンによる痛みの伝達の遮断。

痛みに対する固執的な考え
痛みに対するネガティブな思考

柔軟な考え 
ポジティブな思考 声かけの重要性



亜急性期の痛み

炎症 

メディエーター

ポリモーダル受容器へ刺激 痛覚閾値低下 

痛覚過敏

血管透過性亢進 

血管拡張
白血球の遊走・浸潤 

組織破壊

痛み



生体防御行動
•お腹が痛い時に前かがみになる 

•頭痛で顔をしかめる 

•手足に痛みを感じると瞬間的に手足を引っ込める 

•関節の過伸展、過屈曲で元に戻そうとする

痛みを回避するための本能的な行動



痛み行動
•言語的行動 
痛みを訴える、うめき声をあげる、痛みをほのめかす 

•非言語的行動 
顔をしかめる、姿勢を変える、薬を飲む、病院へ行く 

•回避行動 
反芻、拡大視、無力感(破局的思考の3要素)



修復過程の痛み
•経過が順調な場合、修復の相に入る 

•炎症による化学物質が中和、分解、除去される 

•正常な血流の再開、リンパ流の再開
侵害受容ニューロンの過敏化による病態生理学的な痛みが起こる場合がある 

• 末梢および中枢で起こる感受性の亢進 
• 痛みの閾値低下 
• 自発性の持続痛の出現 

炎症による痛みに隠れているため、この時期に目立つようになる



感受性の亢進(感作)
痛みが持続することで、侵害受容ニューロンの感受性が亢進 

感受性の亢進は、末梢性と中枢性に分けられる 

• 末梢性感作 
侵害受容器の感受性亢進 

• 中枢性感作 
中枢ニューロンの反応性亢進

種々の侵害情報の持続入力


強度の侵害シグナルの入力

侵害受容ニューロンの

興奮性の変化 慢性痛へ移行

可塑的変化



末梢性感作
侵害受容器の感受性亢進 

•痛み閾値以下の刺激で痛みを感じてしまう 

•侵害受容器の興奮性増大 

•同刺激に対するインパルス頻度の増加



中枢性感作
中枢神経系の侵害受容ニューロンの感受性亢進 

末梢性感作 脊髄後角を通る

伝導路

通常遮断される経路が開く

脊髄神経が 
通常より強く興奮

持続的な

神経への刺激

一般的な侵害刺激による痛みと決定的に異なる点 
→侵害受容器が刺激されていなくても痛みを感じる



痛みに対する対応策
慢性痛へ移行させないためには「予防」が重要！ 

急性期から痛みを記憶させない関わりが必要！ 

痛みの原因が器質的なものであれば、

その問題が解決されれば痛みもなくなるはず


痛みのみ遷延化しているのであれば、

器質的問題以外に視点を移すべき



評価のポイント
•どこから運動が始まっているのか 

•どの方向の運動が優位となっているのか 

•痛みが増減することはあるのか 
(姿勢や運動での変化、日内変動など) 

•痛みが出る姿勢や運動を他動的に修正した場合、痛みに変化が
あるのか 

•痛みが出る時、呼吸を止めていないか



介入すべきポイント

筋力、可動域に

著名な低下がない

代償動作による

決まった運動パターン

痛みがある部位の不活動

他部位の過活動

介入するポイント



心理面への関わり方
リハビリに対する受動的な態度 

その場は楽になって心地良いが、疼痛行動は変化しない 

•リハビリに対して依存を生まないような配慮 

•痛みが起こっている原因についての説明  
(どうしたら痛みが和らぐのか、なるべく痛みを起こさないためにはど
うしたらいいのかも含めて) 

•どんな経過をたどっていくのかの説明 

•痛みをなるべく起こさない触診、関節運動、運動療法の提供 
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