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慢性疼痛が消失した訪問リハビリの一症例

発 表 者 三好 拓也 （北海道：鹿追町国民健康保険病院）

共同研究者 白川 拓

退院直後の介入であるとされている。今回の症

例のように病院から訪問サービスへの連携が

しっかり図れ、早期に訪問リハビリテーション

介入は今後も継続して行っていく必要がありま

す。同時にその他多職種との密な連携も必要で

す。飯南町の地域高齢者が、出来るだけながく

在宅で「自分らしく」生活できるようリハビリ

テーション専門職の立場から取り組みを進めた

いと考えます。

ご清聴ありがとうございます。
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結果

患者情報、８０代女性、信仰宗教の信徒。独居で

息子、嫁らが生活の援助をしている。X年１２月

２７日、腰椎圧迫骨折で市内の整形外科へ保存療
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法目的に入院。合併症に骨粗鬆症、既往歴に脳

梗塞があるが麻痺の残存はほとんどない。
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市内病院入院時の経過

第一腰椎圧迫骨折、ダーメンコルセット装着。

リハビリと鎮痛剤にて加療。疼痛スケールは

VAS（NRS)で１０分の５～１０で腰部、大腿部の訴

えがあった。３月、レントゲンにて骨折部安定

し、疼痛１０分の３に軽減。マックスベルトへ変

更となる。
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退院時の経過

自宅退院してかかりつけ医の往診と当院の外来

リハビリへ通院される。疼痛は、入院中の痛み

はないが、在宅中に殿部から大腿部に突発的な

痙攣を伴う疼痛、スケールは１０分の１０が週に１

～２回出現する。坐薬、内服薬で軽減まで３０分

から３時間ほどかかる。
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疼痛への取り組み

かかりつけ医が疼痛出現時に往診し、ソセゴン

を注射、４月の２～３週目に合計４回実施。外

来リハビリは物理療法に毎日通院される。自己

管理は坐薬、内服薬と信仰宗教の会長にお助け

（健康祈願）を依頼。
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介護サービスの導入

５月、かかりつけ医を近医から当院へ変更。介

護認定要支援２でヘルパー家事援助と訪問リハ

ビリを導入する。
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訪問リハビリ

運動療法�～�の項目を各１０回実施し、毎日の
自主練習として、実施状況を簡単に記録しても

らった。
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ハーフスクワットは本人より負荷が多いとのこ

とで、１．５mの食器棚に軽く伝っての横歩き５

往復へ変更、徐々にできることが増えて、能力

に合わせてレベルアップし、在宅での問題点に

対しての練習を追加する。追加�以外は転倒の
危険があるため訪問リハビリ時に実施した。
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腹式呼吸

手掌により腹部に抵抗をかけて実施。各運動の

間にも実施し、自律神経や腹部運動、代謝等複

合効果を期待して実施した。
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腹筋運動とブリッジはへそ体操と合わせて、体

幹のアウター、インナーマッスルの強化を目的

に実施した。
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端坐位でのリーチング

起立時に殿部から足部への重心コントロールの

練習と上肢帯の運動に実施。

�yÖ#�ÖÍ
F:^'�Ú´ï_

自主練習の実施記録

シールを貼るだけのもの。運動の継続モチベー

ションと、達成感を感じてもらいたく実施した。
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疼痛の経過

５月は疼痛は１回であったが、６月には回数が

増加した。
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７月は４回出現するが、８月２日を最後に消失

した。６月、７月は下痢や脱水等で体調不良と

なった時期と一致する。PTの骨盤アライメント

修正等の効果は不明であった。
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ADLの経過

７月屋外歩行可能となる。９月には私服へ着替

えて生活するようになり、１０月には今まで見守

りで実施していたシャワー浴を一人で行えるよ

うになり、屋外歩行距離が延長された。翌年３

月に自宅トイレで転倒し、家族が来るまでの３０

分ほど床から起立できなかったため、床からの

起立を練習し、月末には声掛けのみで可能となっ

た。転倒時は怪我や痛みの出現は無かった。５

月１０日、以前よりケアマネより勧められていた

通所リハを受諾し、訪問リハビリを終了する。
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疼痛の特徴

スケールで１０分の１０。痛みの部位が不特定、一

度出現すると２～３時間継続する。ソセゴンや

坐薬使用後の鎮痛時間がまちまち。退院後に出

現、トイレ時や入浴後など、不安を感じた時に

出現することが特徴であった。

ÎE89
89�6-bß.-X.-¾¿.�3��RJ�ê
896¹^�Hßzïr���¾¿�X�
sjIJ�êÙ�\g�XR89=�qÌ�
�ê

G�É�ÕXAQvw\9j�Ú?¬a¾¿f
�+,\lO'\�hHß���F?��tR»
S¼�ê�u\vÈ\�X�ÇI6Q�-�X.=
�hê

aPTan÷gø�s47ws4x�201354cf

慢性疼痛

疼痛には感覚、情動、認知の３側面があり、体

験や記憶による認知・情動の歪みでる。また、

不活動が疼痛を発生させるということで、治療

への能動的な参加、認知の修正、成功体験を得

ること。また、運動を行うことが必要といわれ
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ている。
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考察

本症例は在宅への不安が疼痛を引き起こし、負

のスパイラルを起こした。訪問リハビリでは認

知の修正、運動。
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また、家族や信仰宗教の心理的サポート、成功

体験により、正のスパイラルへ修正されたと考

えらえる。
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結論

臨床では再現性のない慢性疼痛を経験する。対

症的アプローチではなく、１人の個として包括

的に捉えたアプローチが必要である。今回の経

験を今後の慢性疼痛患者のリハビリに生かした

い。ありがとうございました。
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