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また、冷やすとより痛みやしびれを感じやすくなるので、お風呂などで体を温めるようにしてください。外

カイロを貼ると効果的です。

入所

が何らかの刺激を受けることで生じる痛みのことを指します。原因は多岐にわたります

ピリピリやジンジンといった電気が走るような痛みを感じます。

痛みが突発的に生じることもあれば、ある姿勢をとったときや歩行を続けることで痛みが増強したりするな

ど、神経痛発症の誘因が存在することもあります。また、痛みに付随して、しびれや感覚異常を自覚するこ

神経痛は痛みが起こる場所によって名前がつけられ

…お尻から太もも、ふくらはぎにかけて後面に痛みが走る。

肋間（ろっかん）神経痛…背中から胸にかけて痛みが走る。

…顔面に痛みが出る。

神経痛の多くは背景に原因となる疾患が隠れています。医療機関で原因疾患を明らかにし、適切な治療を受

けて症状を改善していきましょう。痛みが軽く、受診するまで時間がかかるときは鎮痛剤で、一時的に痛み

を抑える方法もあります。 

神経痛はじっとしていても痛いので、動くとさらに悪化しそうに思えますが、これは間違い

動かさないとよくならないことを覚えておいてください。

背中・腰・足の後ろなど、体の後ろのラインを伸ばすことを心がけて、ゆっくりと体

を反らすように伸ばしましょう。 

少し体重がある方は、固い床の上に仰向けに寝転ぶと背中が伸びます。

また、冷やすとより痛みやしびれを感じやすくなるので、お風呂などで体を温めるようにしてください。外

カイロを貼ると効果的です。

〒634

介護老人保健施設

Tel：0744

入所 100 床（

神経痛について

が何らかの刺激を受けることで生じる痛みのことを指します。原因は多岐にわたります

電気が走るような痛みを感じます。

痛みが突発的に生じることもあれば、ある姿勢をとったときや歩行を続けることで痛みが増強したりするな

ど、神経痛発症の誘因が存在することもあります。また、痛みに付随して、しびれや感覚異常を自覚するこ

神経痛は痛みが起こる場所によって名前がつけられ

…お尻から太もも、ふくらはぎにかけて後面に痛みが走る。

…背中から胸にかけて痛みが走る。

…顔面に痛みが出る。 

神経痛の多くは背景に原因となる疾患が隠れています。医療機関で原因疾患を明らかにし、適切な治療を受

けて症状を改善していきましょう。痛みが軽く、受診するまで時間がかかるときは鎮痛剤で、一時的に痛み

神経痛はじっとしていても痛いので、動くとさらに悪化しそうに思えますが、これは間違い

動かさないとよくならないことを覚えておいてください。

足の後ろなど、体の後ろのラインを伸ばすことを心がけて、ゆっくりと体

少し体重がある方は、固い床の上に仰向けに寝転ぶと背中が伸びます。

また、冷やすとより痛みやしびれを感じやすくなるので、お風呂などで体を温めるようにしてください。外

カイロを貼ると効果的です。 

634-0832 奈良県橿原市五井町

介護老人保健施設

0744-26-2288

全床認知症専門棟）

神経痛について

が何らかの刺激を受けることで生じる痛みのことを指します。原因は多岐にわたります

電気が走るような痛みを感じます。

痛みが突発的に生じることもあれば、ある姿勢をとったときや歩行を続けることで痛みが増強したりするな

ど、神経痛発症の誘因が存在することもあります。また、痛みに付随して、しびれや感覚異常を自覚するこ

神経痛は痛みが起こる場所によって名前がつけられていますが、主な神経痛は次の

…お尻から太もも、ふくらはぎにかけて後面に痛みが走る。

…背中から胸にかけて痛みが走る。

 

神経痛の多くは背景に原因となる疾患が隠れています。医療機関で原因疾患を明らかにし、適切な治療を受

けて症状を改善していきましょう。痛みが軽く、受診するまで時間がかかるときは鎮痛剤で、一時的に痛み

神経痛はじっとしていても痛いので、動くとさらに悪化しそうに思えますが、これは間違い

動かさないとよくならないことを覚えておいてください。 

足の後ろなど、体の後ろのラインを伸ばすことを心がけて、ゆっくりと体

少し体重がある方は、固い床の上に仰向けに寝転ぶと背中が伸びます。

また、冷やすとより痛みやしびれを感じやすくなるので、お風呂などで体を温めるようにしてください。外

リハビリ室

理

奈良県橿原市五井町

介護老人保健施設 

2288  Fax

認知症専門棟）

神経痛について 

が何らかの刺激を受けることで生じる痛みのことを指します。原因は多岐にわたります

電気が走るような痛みを感じます。

痛みが突発的に生じることもあれば、ある姿勢をとったときや歩行を続けることで痛みが増強したりするな

ど、神経痛発症の誘因が存在することもあります。また、痛みに付随して、しびれや感覚異常を自覚するこ

ますが、主な神経痛は次の

…お尻から太もも、ふくらはぎにかけて後面に痛みが走る。

…背中から胸にかけて痛みが走る。 

神経痛の多くは背景に原因となる疾患が隠れています。医療機関で原因疾患を明らかにし、適切な治療を受

けて症状を改善していきましょう。痛みが軽く、受診するまで時間がかかるときは鎮痛剤で、一時的に痛み

神経痛はじっとしていても痛いので、動くとさらに悪化しそうに思えますが、これは間違い

 

足の後ろなど、体の後ろのラインを伸ばすことを心がけて、ゆっくりと体

少し体重がある方は、固い床の上に仰向けに寝転ぶと背中が伸びます。

また、冷やすとより痛みやしびれを感じやすくなるので、お風呂などで体を温めるようにしてください。外

リハビリ室 

理学療法士

奈良県橿原市五井町

 万葉テラス

Fax：0744-26

認知症専門棟） 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

が何らかの刺激を受けることで生じる痛みのことを指します。原因は多岐にわたります

電気が走るような痛みを感じます。 

痛みが突発的に生じることもあれば、ある姿勢をとったときや歩行を続けることで痛みが増強したりするな

ど、神経痛発症の誘因が存在することもあります。また、痛みに付随して、しびれや感覚異常を自覚するこ

ますが、主な神経痛は次の

…お尻から太もも、ふくらはぎにかけて後面に痛みが走る。 

神経痛の多くは背景に原因となる疾患が隠れています。医療機関で原因疾患を明らかにし、適切な治療を受

けて症状を改善していきましょう。痛みが軽く、受診するまで時間がかかるときは鎮痛剤で、一時的に痛み

神経痛はじっとしていても痛いので、動くとさらに悪化しそうに思えますが、これは間違い

足の後ろなど、体の後ろのラインを伸ばすことを心がけて、ゆっくりと体

少し体重がある方は、固い床の上に仰向けに寝転ぶと背中が伸びます。 

また、冷やすとより痛みやしびれを感じやすくなるので、お風呂などで体を温めるようにしてください。外

学療法士 中西 周次郎

奈良県橿原市五井町 247 

万葉テラス 

26-2277 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 40

が何らかの刺激を受けることで生じる痛みのことを指します。原因は多岐にわたります

痛みが突発的に生じることもあれば、ある姿勢をとったときや歩行を続けることで痛みが増強したりするな

ど、神経痛発症の誘因が存在することもあります。また、痛みに付随して、しびれや感覚異常を自覚するこ

ますが、主な神経痛は次の 3 つ

神経痛の多くは背景に原因となる疾患が隠れています。医療機関で原因疾患を明らかにし、適切な治療を受

けて症状を改善していきましょう。痛みが軽く、受診するまで時間がかかるときは鎮痛剤で、一時的に痛み

神経痛はじっとしていても痛いので、動くとさらに悪化しそうに思えますが、これは間違い

足の後ろなど、体の後ろのラインを伸ばすことを心がけて、ゆっくりと体

また、冷やすとより痛みやしびれを感じやすくなるので、お風呂などで体を温めるようにしてください。外

周次郎 

40 名 

が何らかの刺激を受けることで生じる痛みのことを指します。原因は多岐にわたります

痛みが突発的に生じることもあれば、ある姿勢をとったときや歩行を続けることで痛みが増強したりするな

ど、神経痛発症の誘因が存在することもあります。また、痛みに付随して、しびれや感覚異常を自覚するこ

神経痛の多くは背景に原因となる疾患が隠れています。医療機関で原因疾患を明らかにし、適切な治療を受

けて症状を改善していきましょう。痛みが軽く、受診するまで時間がかかるときは鎮痛剤で、一時的に痛み

神経痛はじっとしていても痛いので、動くとさらに悪化しそうに思えますが、これは間違いです。神経痛は

足の後ろなど、体の後ろのラインを伸ばすことを心がけて、ゆっくりと体

また、冷やすとより痛みやしびれを感じやすくなるので、お風呂などで体を温めるようにしてください。外

が何らかの刺激を受けることで生じる痛みのことを指します。原因は多岐にわたります

痛みが突発的に生じることもあれば、ある姿勢をとったときや歩行を続けることで痛みが増強したりするな

ど、神経痛発症の誘因が存在することもあります。また、痛みに付随して、しびれや感覚異常を自覚するこ

神経痛の多くは背景に原因となる疾患が隠れています。医療機関で原因疾患を明らかにし、適切な治療を受

けて症状を改善していきましょう。痛みが軽く、受診するまで時間がかかるときは鎮痛剤で、一時的に痛み

。神経痛は

足の後ろなど、体の後ろのラインを伸ばすことを心がけて、ゆっくりと体

また、冷やすとより痛みやしびれを感じやすくなるので、お風呂などで体を温めるようにしてください。外


