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(2)施術所においての調査方法

。 施術所ごと腰痛の患者 さん (特に難治性

の腰痛症の方)を被験者 としアンケー ト

調査表を作成、所定の腰痛体操 《写真 1

～ 5》 を指導しチェックリス トに記入 し

てもらう。 9り紙アンケー ト調査表、チェ

ックリス ト)《写真 6, 7》

0 1週間後の結果を判定する。(患者さんに

はなるべく毎日、 1日 2～ 3セ ット所定

の腰痛体操を行なってもらう。絶対に無

理させない。)

◆ 各施術所において通常の施術の他に腰痛

体操をやっていただく。

・ 被験者に対しては、調査の主旨である心

因性の調査であることは示唆しないよう

配慮する。

【推察】

治験期間をあえて 1週間に設定したこと

により、筋力 。可動域 。柔軟性の向上な

ど本来の効果が表れる前に検証する。(も

し、その期間中に良好な結果が得られれ

ば、腰痛体操による心理的要因が作用し

たものと考えられるのではないか ?例え

ば腰痛体操をきっかけに、腰痛に対し前

向きな気持ちにな り治療効果が上がっ

た。)

アンケ∵ 卜調査で記入してもらった被験

者の性格分析と、腰痛体操を試 した後の

効果についての因果関係 (日 常の施術に

おいて患者さんに対するアプローチの参

【はじめに】

私達が扱 う、いわゆる腰痛症に於いて特に難

渋する症例の 1つの要因として、心因性の関与

が考えられると思う。我々の研究会でもそうい

つた症例に対する施術法について様々な意見が

出たが、こうした疾患は、患者さん個々の日常

生活や職場環境などと密接に因果関係があると

思われる為、なかなか結論が出ないのが現状で

ある。

そこで、研究会会員が、自分の日常施術の他

に同じような[腰痛体操]を併用させることで、

患者さん自身と共通して「一緒に腰痛を治療し

ている」という能動的な意識を持たせるよう働

きかける事により、どのような効果があるかを

検証し、今後の治療指針にしたいと思う。

【調査方法】

(1)統計調査をする施術所を3群に分ける

<1群 >日 常の施術で腰痛体操の有効性を説

明し積極的に活用している。もしく

は、自宅等において患者さん自身で

行なえるよう腰痛体操を推奨し、指

導している。

<2群 >日 常の施術においてあまり積極的で

はないが、腰痛予防の為くらいに腰

痛体操を指導している。

<3群 >ほ とんど腰痛体操を活用していない。

(*)特に<2群 >、 <3群 >の施術所にお

いて日常の施術の他に腰痛体操を取り

入れてもらい比較対照とすることが有

効であると思われる。
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考になるのではないか ?)

。 被験者の人数の比較。なるべく多数の統

計を取りたい。(2004年の統計結果では

あるが日本整形外科学会などのデータで

は、体操療法の被験者は 86名 <う ち約

60%の被験者が腰痛体操で腰痛が軽減し

たという結果 >、 また 「腰痛体操は腰痛

に対し全く効果がない。」という著書もあ

る。<整形外科プライマリケアハンドブ

ック>)

【検証 ◆考察】《グラフ図》

。 アンケー ト調査の結果、 1週間の期間内

に多数の被験者に何らかの疼痛軽減が見

られ、効果があつた。特に腰痛体操を今

後も継続していきたいとの回答が多かっ

た。

・ 施術所の分類で腰痛体操をあまり活用し

ていない<2群><3群 >において<1

群>と 比較すると効果に若干の優位性が

見られた。

・ 性格の自己分析で、積極的若しくは温厚

との分類に入つた被験者に効果が多かつ

た。しかし、消極的、神経質との分類に

入る被験者にも一定の良好な結果が得ら

れた。これは、腰痛に対し立ち向かつて

いるという前向きな気持ちになつた事も

影響しているのではないか。

【課題】

。 被験者の協力 <手順の煩雑さがあるの

で今後改良が必要>

・ 治験期間、方法の設定 (被験者に「調査

に参加した限りは必ず体操を行なわなけ

ればならない。」というプレッシャーにな

.り
、逆に心因的ス トレスを与える場合も

あったのではないか。)<患 者さんに対

するアプローチの工夫>

。 日常の施術方法は、各施術所により異な

るので、腰痛体操を加味した場合に、効

果として大きな差異がでるのではないか。

【まとめ】

今回の調査にあたり、我々研究会会員も実

施まで問題′点が出る度、試行錯誤を繰 り返し

ながら行なった。特に心因性という通常の施

術分野以外の領域での問題提起であるため、

専門的な知識にも乏しく、本当に手探りの状

態で、課題も数多く残つた。

しかし、マスコミ等で取り上げられる事も

多い、腰痛と心因性の関係は今後も注目され

るものと思われる。また、今回の調査結果で

も心因性の問題が難治性腰痛の要因の 1つに

なっている事が推測できた。

この事も踏まえ、今回は [腰痛体操]と い

う手段を利用して調査したが、心因性に対す

る検証としては、他の観′点からの調査も研究

会において今後検討し、患者さんへのより良

いアプローチを模索していきたいと思う。
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アンケー ト調査表

・腰痛に対し、腰痛体操の効果を調べるための参考にしたいと思いますので、御協力をお願い致します。

1.下記の質問にご回答ください。

(1)性別     1男   2.女

(2)年 齢        ・9歳 以下 3.10代  ・20代 ・30代  ・40代 ・50代  ・60代 ・70代 ・80代  口90代

(3)現在の痛み   軽い痛み 1-2-3-4-5リ ト常に痛い

(4)痛 み以外の症状 1.筋肉の張り 2.足の痺れ  3.その他(              )

(5)痛 みが出る動作 1.安静にしていても常に痛い (例えば就寝時)2.中腰の姿勢など動いているとき

3.重いものを持ったとき 4.長い時間歩いたとき 5.その他 (        )

(6)自 分の性格についてお答えください。(複数回答可 )

1.積極的 2.消極的 3.温厚  4.神経質  5.その他(       )

2.別紙1～ 3の腰痛体操を1週間、朝日夜(就寝前)の 2回行い下記の表にチェックしてください。

(決して無理せず、出来る範囲でお願いします。)

月 日 時間帯 体操の種類 痛みの度合い コメント(気づいた事)

1 月  日( )
朝 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

夜 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

2 月  日( )
朝 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

夜 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

月  日( )
朝 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

夜 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

4 月  日( )
朝 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

夜 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

月  日( )
朝 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

夜 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

月  日( )
朝 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

夜 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

月  日( )
朝 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

夜 1・ 2・ 3 1-2-3-4-5

<チェックリストの記入方法>
①月日と()曜日を記入し、行つた時間帯及び体操の種類を○で囲んでください。
②痛みの度合い 1・・・軽い痛み 5・・・非常に痛い状態 自分なりに評価してください。
③その日、体操をして何か感じたことがあればコメント欄に記入してください。

3.最後に腰痛体操を行つてみての感想をお答えください。(Oで囲んでください)

・大変良かつたのでこれからも体操を継続していきたい。

・体操を実施する前とそんなに変化は無かった。

・体操をやつた後、痛みが増した。

<上記以外で気付いた点や感じた点がありましたら、お答えください>
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1,調査実施接骨院数

2.有効回答者数 《アンケー ト調査協力者》

3. 1陛男J

`性 男J 男 女

49% 51%

10接骨院

88名

4.

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

2% 3% 8% 17% 24% 15% 23% 8%

5.調査施術所の分類

1群 2群 3群

41% 30% 29%

6.腰痛体操実施後の感想

1.大変良かつた

(今後も継続したい)

65%

2.特に変化無し 23%
3.悪くなつた 7%

4.回答無し 5%

7.分類施術所の有効性

1群 2群 3群

1,大変良かった 50% 78% 72%
2.変化無し 28% 18% 20%

3.悪くなつた 14% 4% 0%

4,回答無 し 8% 0% 8%

8,性格分析の有効性 (複数回答)

性格分析 良かつた 変化無し 痛み増大 無回答

1.積極的 72% 28% 0% 0%

2.消極的 66% 19% 10% 5%

3, 温  厚 74% 20% 6% 0%

4.神経質 58% 26% 11% 5%

5,その他 40% 40% 0% 20%

6.無回答 33% 17% 17% 33%
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