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 II. 成果の概要（総括研究報告）

 研究開発代表者による報告の場合

和文

（1) 認知行動療法（CBT）効果解明

海外の先行研究のレビューをもとに，大きく 3 つの介入内容（リラクセーション，アクティビ

ティ・ペーシング，認知再構成）を取り入れた慢性痛に対する CBT プログラムを作成し、予備

的パイロット研究を通して改編を行い、実施マニュアル（パイロット・スタディ版）を完成させ

製本化した。このマニュアルを用いたパイロット研究（5 施設 15 症例予定）を行い、10 例の組

み入れが終了し継続中である。EuroQOL 5 Dimension-5Level (EQ-5D-5L)をエンドポイントと

して効果量を算定し、Randomized control study のサンプル数を算出する計画である。 

（2）産業界の慢性痛解明

3 つの企業の協力を得て、社員 1921 名のアンケート調査を実施した。慢性痛の率は 12.9％であ

った。抑うつ傾向、痛みに対する恐怖回避行動の傾向と痛みとに相関が見られた。仕事に対する

満足度が、痛みが仕事に影響することと有意な相関が見られた。抑うつや恐怖回避思考は CBT
が有効であり、産業界の慢性痛に対しても CBT が有効である可能性を示した。 

（3）短期入院リハビリプログラム

慢性痛に対する短期入院リハビリ・CBT 入院プログラムを 18 例の慢性痛患者に対して実施し

た。痛み：Numerical Rating Scale (NRS)、破局的思考尺度：Pain Catastrophizing Scale(PCS)、
抑うつと不安に関する尺度：Hospital Anxiety and Depression scale(HADS)、痛み自己効力感

質問票：Pain Self-Efficacy Questionnaire(PSEQ)、疼痛生活障害評価尺度：Pain Disability
Assessment Scale(PDAS)、QOL 評価：EQ-5D などの多面的評価法を用いてその有効性を示し

た。一方、患者選定方法の改善、フォローアップ体制の整備などの課題が明らかになった。

（4）痛み教育コンテンツ作成

看護師用、薬剤師用教育コンテンツを完成させ WEB 公開した。総ダウンロード数は約 8500 件

である。一般医療者向け「痛みの集学的診療 －痛みのコアカリキュラム」を日本疼痛学会の協

力を得て発刊した（販売部数：約 800 部））。 

英文

(1) Effect of CBT (Cognitive Behavioral Therapy) on chronic pain patients
Based on the review of previous studies, we prepared a CBT program for chronic pain which
included 3 major components (relaxation, activity / pacing, cognitive reconstruction) and then
reorganized through preliminary pilot research. Book for pilot study version was published.
Pilot study using this manual (scheduled for 15 facilities in 5 centers) was conducted; 10
cases was completed and continued. EuroQOL 5 Dimension - 5 Level (EQ - 5D - 5L) is the
end point and the effect size is calculated and the number of samples is estimated for RCT
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in the future. 
(2) Chronic pain in industry 
With the cooperation of 3 companies, we conducted a questionnaire survey of 1921 employees. 
The rate of chronic pain was 12.9%. There was a correlation between depression, tendency of 
fear avoidance behavior and pain. Satisfaction with work was found to be significantly 
correlated with pain affecting work. Depression and fear avoidance thinking showed that 
CBT is effective and that CBT may be effective against chronic pain in industry. 
 
(3) Short-term hospitalization rehabilitation program 
Short-term inpatient rehabilitation / CBT program for chronic pain was performed on 18 
patients. We found effects of this program using multi-dimensional evaluation such as Pain 
(NRS), Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ), Pain Catastrophizing Scale (PCS), Pain 
Disability Assessment Scale (PDAS) and QOL Evaluation: EQ-5D. On the other hand, 
improvement of patient selection method and improvement of follow-up system are urgent 
issues to be solved. 
 
(4) Educational Content for Pain 
We completed educational contents for nurses and pharmacists and opened it on the web. 
The total number of downloads is about 8,500. We published a book "multi-disciplinary 
approach for chronic pain - Pain Core Curriculum" for general physician with cooperation of 
the Japanese Pain Society (about 800 copies sold)). 
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