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は じ め に

幻肢痛とは，四肢切断後の欠損部や脊髄損傷後の麻
痺肢に生じる病的な疼痛のことである1，2）．幻肢痛は，
皮膚表在感覚に関連する疼痛（刃物で裂かれる，電気
が走るなど）や，運動感覚に関連する疼痛（ねじれる，
締めつけられるなど）に分類され3），慢性疼痛に移行
しやすい．また，上肢切断者の 48% が 1 日に 1 回以上，
幻肢痛を経験し，64% が中等度から重度の苦痛を感
じている4）．加えて，幻肢痛の強度が強い人ほど義手
の使用時間が短いことが報告されており5），義手装着

下での日常生活，趣味活動などを阻害する因子となり，
作業療法場面で難渋する症例を多く経験する．そのた
め，幻肢痛は上肢切断者において発生頻度が高く，
QOL 低下につながることが知られている6）．

神経学的に幻肢痛の病態を捉えると，四肢切断や神
経損傷後に生じる知覚－運動ループの破綻が影響して
いると考えられている7）．普段，我々が四肢運動を行
う際には，脳から筋への運動指令に続き，運動後に知
覚される感覚情報フィードバック（腕の肢位など）の
予測と，実際の運動が起こる．次いで，運動により
フィードバックされた感覚情報が運動予測と比較され
ることで，さらなる運動指令が準備される．これらの
運動に伴う一連の運動系と感覚系の情報伝達は，常に
中枢神経系でモニターされ，知覚－運動ループと呼ば
れる8）．四肢切断や神経損傷後には，四肢の欠損や運
動麻痺により，運動の実行や感覚情報のフィードバッ
クが喪失し，知覚－運動ループの破綻が起きることで，
病的な疼痛として幻肢痛が生じていると考えられてい
る8）．

そのため，幻肢痛に対するアプローチの多くは，知
覚－運動ループの再統合を目的に，鏡や Virtual Re-
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（図 2）は先行文献を参考とし13），A 期は VF を実施
しない期間（3 週間），B 期は VF を実施する期間（8
週間），A’期は再び VF を実施しない期間（5 週間）
とした．

なお，介入実施の有無にかかわらず，期間中は通常
の作業療法を実施した．具体的な内容として，両上肢
の関節可動域訓練や筋力増強訓練，断端訓練，日常生
活動作訓練（自助具を使用した食事・整容・更衣・ト
イレ動作など）を実施した．義手操作訓練に関しては，
13 週目より開始した．

2．Visual Feedbackについて（図 3）
机上に縦 25. 5 cm×横 22. 5 cm×高さ 11. 0 cm の

ボックスを置き，その上にタブレット型端末（d tab 
d-01H，Huawei 製）を設置した．症例は，椅子座位
でボックス内に両手を挿入して，映像に合わせて，残
存しない手を動かすようにイメージを行った．

タブレット型端末内の映像は，幻肢痛に対して疼痛
軽減効果が多く報告されている鏡療法 9，14）で用いられ
る動きを参考にして作製した．映像の内容は，著者が
健常者の手を撮影したものであり，前腕回内外・手関
節掌背屈・手指開閉・手指対立の動きを映し，左右と
もに同様の動きとした．動きの速度は，介入開始前の
予備実験で各運動方向に対して 1 回 2 秒の速度として
いたが，動きの速度に合わせてイメージをすることが
困難であった．そのため，症例のイメージが行いやす
い速度設定とし，各運動方向に対して 1 回 5 秒の速度
に設定した．介入頻度と介入時間は先行研究を参考に
し，介入時間は 1 回 15 分間，週に 4 回実施した14）．

ality（以下，VR）などの視覚的錯覚を用いた報告が
多い9，10）．これらの報告の多くでは，非切断肢の動き
を鏡や仮想現実空間に映し出し，切断肢の動きとして
錯覚させる手法がとられる．そのため，片側上肢切断
者は適応となるが，両側上肢切断者では非切断肢が存
在しないため，適応とならない．また，VR は専用機
材や工学的技術が必要であるため，簡便に使用できず，
臨床場面では使用しにくいという課題がある．

そこで今回，仕事中の事故により左手関節離断と右
手部切断となった 50 歳代の男性に対して，より簡易
的で，切断肢のみで介入が行える，タブレット型端末
を用いた Visual Feedback（以下，VF）を考案した．
その経過をシングルケースデザインを用いて検討を
行ったため報告する．

倫理的配慮

本報告は，症例に対し口頭と文書で説明し，同意を
得ている．また，介入と報告について所属長の承認を
得ている．

症例紹介（図 1）

症例は，仕事中にプレス機に両手を挟まれ左手関節
離断と右手部切断となった，50 歳代の男性である．
受傷後 1ヵ月頃より，残存しない両手が握りこむよう
な疼痛を感じるようになった．幻肢痛の強度は Visu-
al Analogue Scale（以 下，VAS）に お い て 67 mm
であり，幻肢の型は大塚の幻肢投影法による分類 11）で
実大型であった．

方 法

1．シングルケースデザイン（ABA型）について
シングルケースデザイン（ABA 型）を用いて，タ

ブレット型端末を用いた VF の効果を検証した．シン
グルケースデザインは，計画的に治療を操作し，系統
的に対象者のパフォーマンスを測定・評価するもので
あり，新しい介入方法を予備研究的に捉えていくとい
う実験的要素をもつ症例研究法である12）．

今回実施した ABA 型デザインは，A 期（第一基礎
水準期），B 期（介入期），A’期（第二基礎水準期）
とし，介入効果と持続効果を検証する際の基本的なシ
ングルケースの型である．A 期は介入を実施しない
期間，B 期は新しい治療を実施する期間，A’期は再
び治療を実施しない期間とし，様々な従属変数の変化
を捉えることができる．本症例におけるプロトコール

図 1　症例写真
仕事中の事故で，左手関節離断と右手部切断となった．
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破局的思考とは，痛みの経験を否定的に捉える思考の
ことを示す．質問項目は，反芻（痛みのことばかり考
えるなどの 5 項目），無力感（痛みで何もできないな
どの 5 項目），拡大視（痛みがひどくなるのではない
かなどの 3 項目）の 13 項目から構成され，5 件法（0：
まったくあてはまらない～4：非常にあてはまる）で
回答する．得点が高いほど痛みに対する破局的思考が
高いと判断され，痛みの研究 16）で用いられている標準

3．疼痛の評価
疼痛の強度は，100 mm 線分を用いた VAS で評価

した．0 mm を痛みなし，100 mm を想像できる最大
の痛みとし，評価時の痛みを線分上にポインティング
させた．評価は，A 期と A’期は作業療法実施後，B
期は VF 実施後に行った．

また，痛みの破局的思考を Pain Catastrophizing 
Scale（以下，PCS）日本語版 15）を用いて評価した．

図 2　研究プロトコール（シングルケースデザイン ABA 型）
研究プロトコールは，シングルケースデザインの ABA 型とし，A 期（第一基礎
水準期：3 週間），B 期（介入期：8 週間），A’ 期（第二基礎水準期：5 週間）と
した．B 期の介入期に，タブレット型端末を用いた Visual Feedback（VF）を
実施した．

図 3　Visual Feedback の方法
椅子座位でボックス内に両手を挿入して，映像に合わせて，残存しない手を動かすようにイメージを行った．
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結 果

1．幻肢痛強度（VAS）
A 期の VAS（平均値±標準偏差）は左右ともに

58. 4±1. 0 mm，B 期は左手が 33. 8±5. 6 mm，右手
が 34. 5±5. 4 mm，A’期 は 左 右 と も に 26. 1±1. 1 
mm であった（表 1）．VAS の推移と 2SD 法で解析
した結果を図 4 に示す．A 期と B 期の比較では，B
期の VAS は A 期の±2SD 範囲外であり，低値を示
していた．また，B 期と A’期の比較では，A’期は B
期の±2SD 範囲内に含まれていた．

2．疼痛の破局的思考（PCS）
A 期の PCS（平均値±標準偏差）は，反芻が 17. 7

±0. 5 点，無力感が 4. 3±0. 5 点，拡大視が 0 点であっ
た．B 期は，反芻が 12. 1±3. 4 点，無力感が 0. 8±1. 0
点，拡大視が 0 点であった．A’期は，反芻が 9. 0±0 点，
無力感が 0 点，拡大視が 0 点であった（表 2）．

PCS の推移と 2SD 法で解析した結果を図 5 に示す．
A 期と B 期の比較において，反芻では実施 5 週目以
降で A 期の±2SD 範囲外となり，低値を示していた．

化された信頼性のある質問紙票である．PCS は，痛
みに対する否定的な思考，痛みに対する捉え方を評価
するものであることから，VAS と比較して短期間で
の変化が生じにくいと判断し，1 週間に 1 回の頻度で
評価を行った．

4．データ解析
各期の VAS と PCS の測定値をグラフ化し，2 標準

偏差帯法（以下，2SD 法）を用いて，VF の効果を検
証した．2SD 法は，シングルケースデザインで用い
られる統計手法であり，A 期（基礎水準期）の平均
値の±2SD の範囲よりも B 期（介入期）の測定値が
大きい，もしくは小さい場合に，差があると判断され
る17）．そのため，今回の検討においては，A 期の±
2SD 範囲と B 期の推移を比較することで，VF によ
る介入効果を検討した．また，B 期の±2SD 範囲と A’
期の推移を比較することで，VF の効果の持続を検討
した．

表 1　幻肢痛強度（VAS）

VAS 
（mm）

A 期 
（第一基礎水準期）

B 期 
（介入期）

A’ 期 
（第二基礎水準期）

左側 58. 4±1. 0 33. 8±5. 6 26. 1±1. 1
右側 58. 4±1. 0 34. 5±5. 4 26. 1±1. 1

図 4　幻肢痛強度（VAS）の推移
グラフの縦軸が幻肢痛の VAS（mm），横軸は介入期間（週）とする．A 期の±2SD 範囲はグラフ上部の灰色部
分とし，B 期の±2SD 範囲はグラフ下部の灰色部分とする．
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しびれだけでなく，奇妙さや嫌悪感といった異常感覚
が惹起された．この研究では，視覚と体性感覚の解離
により知覚－運動ループの破綻が生じ，病的な疼痛や
異常感覚が惹起されたと結論づけている．

この研究から推察される本症例の幻肢痛の発現機序
として，両側上肢切断により，日常的に行えていた両
上肢の運動と感覚情報のフィードバックが喪失し，体
性感覚や視覚の不一致が生じることで，知覚－運動ルー
プが破綻し，病的な疼痛としての幻肢痛が発生したと
推測される．

これらの幻肢痛の発現機序を考慮して，VF の介入
による幻肢痛軽減の要因を以下に述べる．今回，疼痛
の軽減が図れた要因として，上肢の欠損により運動実
行が困難となった部分をタブレット型端末の映像に置
き換え，映像に合わせて運動イメージをすることで，
視覚的な錯覚を惹起し，視覚と体性感覚が一致するこ
とで，知覚－運動ループの再統合が図れたためである
と考える．

知覚－運動ループの再統合には，視覚情報が最も重
要な感覚情報とされており，視覚的錯覚を用いること

無力感では，B 期の開始時より A 期の±2SD 範囲外
であり，低値を示していた．B 期と A’期の比較にお
いては，反芻・無力感ともに A’期は B 期の±2SD 範
囲内に含まれていた．

考 察

本報告の結果から，幻肢痛に対するタブレット型端
末を用いた VF は，即時的な疼痛軽減効果とその後の
持続効果を示した．また，VF による実質的な疼痛

（VAS）の軽減だけでなく，疼痛の捉え方である破局
的思考（PCS）の低下も認めた．

1．VFの効果について
今回の VF の効果には，幻肢痛の発生機序である知

覚－運動ループが関与していることが考えられる．知
覚－運動ループの破綻による疼痛出現のメカニズムを
示した研究として，McCabe らの研究 18）がある．健常
者を対象に鏡を用いて行った研究であり，鏡を体の正
中位に挟んだ状態での，鏡に映った左手の動きと実際
の鏡の裏の右手の動きの不一致条件では，手に痛みや

表 2　痛みの破局的思考（PCS）

PCS 
（点）

A 期 
（第一基礎水準期）

B 期 
（介入期）

A’ 期 
（第二基礎水準期）

反芻　 17. 7±0. 5 12. 1±3. 4 9. 0±0. 0
無力感  4. 3±0. 5  0. 8±1. 0 0
拡大視 0 0 0

図 5　疼痛の破局的思考（PCS）の推移
グラフの縦軸が PCS のスコア（点），横軸は介入期間（週）とする．反芻の A 期の±2SD 範囲は，グラフ左上部〜
中央部の薄灰色部分とし，B 期の±2SD 範囲は，グラフ右上部の薄灰色部分とする．無力感の A 期の±2SD 範囲
は，グラフ左下部〜中央部の濃灰色部分とし，B 期の±2SD 範囲は，グラフ中央部〜右下部の濃灰色部分とする．
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面での応用につながる可能性があると考える．

本報告の限界と今後の展望

本報告は，単一症例による報告であり，多数の症例
を対象とした研究結果と相違する可能性がある．その
ため，今後は症例数を増やした検討が必要である．

ま と め

両側上肢切断後に幻肢痛を認めた症例に対し，タブ
レット型端末を用いた VF の効果を検証した．その結
果，即時的な疼痛軽減効果と持続効果を確認できた．
また，疼痛軽減に伴い，痛みに対する破局的思考の軽
減を図ることができた．タブレット型端末を用いた
VF は，鏡療法や VR が困難な両側上肢切断症例に対
して使用可能であり，簡便に使用できることから，有
効な手段になりうる可能性がある．
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しかしながら，VR は動画視聴するためのヘッドマ
ウントディスプレイや，対象者の動きを読み取るため
のモーションキャプチャなどの専用機材が必要となる
ことが多い．さらには，VR システムの構築には，奥
行き知覚の手がかりとなる立体視や，臨場感を生み出
す聴覚ディスプレイなど，工学的な知識と技術が必要
であることから，臨床場面で簡便に使用することは難
しい．一方で，タブレット型端末を用いた VF では，
撮影と視聴が同一の端末で行えることや，操作がスマー
トフォンの操作と大きな相違がないため，実施者なら
びに対象者が理解しやすい面がある．このようなこと
から，タブレット型端末を用いた VF は，没入感とい
う面では VR には劣るものの，撮影や実施の際の簡便
さという面においては良好な介入手段であり，臨床場
面においても使用しやすいツールであると考える．

また，PCS は VAS の軽減後に遅れて低下する傾向
を認めていた．この結果は，VF は実質的な疼痛（VAS）
を軽減させることで，痛みの破局的思考も軽減させる
効果があったと考える．四肢の痛みに対する破局的思
考は，ADL での使用頻度や活動量に関係しているこ
とが報告されている21）．そのため，タブレット型端末
を用いた VF により，幻肢痛強度だけでなく，破局的
思考の軽減を図れたことは，本症例においては義手の
使用促進や生活場面での裸手の使用促進につながる可
能性があり，症例の QOL の向上につながる結果であっ
たと考える．

2．タブレット型端末を用いた VFの特徴
タブレット型端末を用いた VF は，動画撮影や介入

の実施が簡便であり，臨床的に使用しやすいツールで
ある．鏡療法や VR での介入の際に必要な，非切断肢
の動きを要さない点も利点の一つである．また，タブ
レット型端末内の映像の動きや速度設定を，対象者と
相談しながら決定，変更が可能であり，介入中は作業
療法士の付き添いも不要であることから，自主訓練や
病棟での訓練にもつなげやすい特徴もある．

以上のことから，タブレット型端末を用いた VF は
両側上肢切断者に有用なツールであり，今後の臨床場
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The effect of Visual Feedback using a tablet on phantom limb pain after upper limb bilateral amputation

Manabu Yoshimura＊1　Junya Hirata＊1　Katsutoshi Senoo＊1　Kozo Hanayama＊2

＊1 Department of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation, Kawasaki University of Medical Welfare
＊2 Department of Rehabilitation Medicine, Kawasaki Medical School

The effects of Visual Feedback (VF) using a tablet was examined for phantom limb pain after upper limb bilater-
al amputation. VF was carried out by inserting remaining limbs in a box connected to a tablet. The images on the 
tablet were movements of the forearm, wrist joints, and fingers. The subject visualized the movements of the ampu-
tated limbs in sync with the video. The results indicate that VF provides immediate and sustained pain relief, as 
well as relief from catastrophic thought of pain. VF may be an effective method because it is easy and convenient 
for upper limb bilateral amputees who have difficulty intervening with intact hand movements such as mirror thera-
py. 

Key words : Phantom limb pain, Amputation, Pain, Motor imagery


