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 報告書 No. 2 

痛みについての教育の現状と実現のための課題 
 

痛みの診療についての教育は、全世界的にニーズが満たされていないことがここ何⼗年もの研

究で報告されているにもかかわらず、医療職の専⾨的教育カリキュラムの中で未だに優先順位

が低い。2016 年の「世界疾病負担研究（Global Burden of Disease Study）」では、慢性疼痛が全

世界的に病的状態および⾝体的障害の主要な原因のひとつであり、且つ増加傾向にあることが

報告されている  [9]。疼痛は患者が医療専⾨家のもとを訪れる最もありふれた理由の⼀つであ

り、それゆえ初期診療に対応する医療者は痛みについて必須の知識と診療技能を⾝に付け、対

処する能⼒を持たねばならない [3,4,10]。 

 

課題 

⼗分検証された調査研究によると、医療資源が豊富な国における臨床前段階の医療専⾨職の疼

痛診療の教育レベルは推奨される基準をはるかに下回る  [2,7,8,12]。医療資源が低い国の痛みに

ついての教育の状況は知られていないが、痛みの診療は不⼗分で改善のためには多⼤な努⼒が
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要求される悲惨な状況であることは明⽩である  [6]。⾃由に利⽤できる⼊念に開発された教育カ

リキュラム資源があるにもかかわらず、痛みについての教育の実践に向けて⼊⾨プログラムを

採⽤する動きはあまりにも遅い。今まで医療者が痛みの診療について学ぶ際、ほとんどの場合

は臨床現場における⾮定型的な教育カリキュラムに基づいており、このことで誤った診療習慣

や不適切な疼痛診療の慣⾏が受け継がれる原因となっている。 

 

多くの医療者が、特に痛みについての全⼈的診療が必要とされる場⾯において、複雑な痛みの

問題を取り扱うことについての知識が⾜りていないと感じている  [11]。ほとんどの医療職の資

格取得において、痛みの診療能⼒を累積的に評価していくことは要件とされておらず危機的な

状況であると⾔える [13]。 

 

安全で熟練し、慈愛に満ちた痛みの診療は、全ての医療者に対する痛みについての教育を実践

しなければ達成されない。それゆえ、特に資格取得前の学⽣の時点で、健康科学の教育カリキ

ュラム全体において痛みについての教育コンテンツを組み⼊れる際の障壁となっているのは何

であるか？、そしてどのような教育資源が利⽤可能であるのか？という⼆つの疑問を解消する

必要がある。 

 
 

教育資源と戦略 

痛みの教育カリキュラムと診療技能の導⼊と実施を妨げる課題は明確にはされていないが、資

格取得時点で疼痛マネジメントに関する合格基準が無いことが要因の⼀つとなっている  [11]。

専⾨資格の認定や痛みについての教育における変化は、このような基準の改訂が全く追いつい

ていない  [1]。教室や臨床研修現場における教育の課題もまた障壁となっている。これらの課題

には、痛みについての教育カリキュラムモデルと優先順位が低いこと、教育側の均質化がなさ

れておらず痛みの教育に対する信⽤が⽋如していること、専⾨医療職間での教育の機会が⼀貫

性が無いことが挙げられる [11]。 
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Fishman と Young は、健康科学教育カリキュラムの中に痛みの内容を加えることを必修化する

影響⼒を持つ組織に注⽬することを提案している  [3]。「痛みについての専⾨的な教育を促進す

る指針」は、適切な権限を持つ利害関係者（ステークホルダー）との議論の⽷⼝となりうる。

この指針には、健康科学教育カリキュラムにおいて痛みの内容および痛みの診療技能の評価を

必修化することの重要性を規制当局・資格交付および認定機関に理解させるための戦略を含ん

でいる。「Joint Commision’s Pain Standards *脚注 1」のような病院認定基準には、医療者は痛みに

ついての教育を受けていなければならないという強⼒な提⾔が含まれている  [1]。医療者の資格

取得および維持において、初歩的な痛みについての教育とその診療技能の評価を必修化し教育

の機会を増やしていくことを教育専⾨機関に働きかけることで、痛みについての教育と診療に

多⼤な良い効果がもたらされると考えられる[13]。 

＊脚注 1 https://www.jointcommission.org/assets/1/6/Pain_Std_History_Web_Version_05122017.pdf 

 

 下記のような教育カリキュラム資源は、痛みを症状として捉える従来の教育内容を変

えるのに役⽴つ。感覚神経系における侵害受容神経系は、体性感覚の⼀部として認識

するのではなく、他のいずれの感覚神経系をはるかに凌駕する意義をもち、臨床の実

践とヒトの経験に多様な影響を与える。 

 中核となる痛みの診療技能と痛みの教育カリキュラムは既に開発され妥当性が検証さ

れている。これらは様々な医療者の教育カリキュラムに応⽤するための基礎的な資源

として利⽤可能である。 

 教育カリキュラムの全体像の中には、実際に痛みの教育を担当する機関が⾏ってきた

教育内容と他の教育内容の相違点、冗⻑性、⼀貫性を認識できるように、試験の実施

についての基準も含まれている。これらのデータは問題を明確化するのに役⽴つ。例

えば、獣医学の教育カリキュラムと⽐較することにより、ペットの疼痛マネジメント

はより専⾨的な医療者（獣医）での診療が重要であるかの理由について活発な議論を

交わすことに繋がる [13]。 
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 ⼤学教育は痛みの教育内容について⾃信が持てていないにもかかわらず、「全ての教

育機関に向けた最良の教育資源」、「知識伝達の代表的存在で規範である」とされて

きた  [4]。痛みについての教育の発展には、医療者同⼠の会議への出席や実際の診療へ

の参加、診療組織の強化、例えば代謝内分泌疾患や⼼⾎管系疾患のような痛みとは直

接的には関係のない他分野と協調することなどを通じて痛みの教育を充実させていく

ことが必要不可⽋で、これにより痛みについての教育がさらに進化していく。 

 教育現場および臨床現場における医療者同⼠の指導関係の育成は、初学者の痛みの共

通理解を促し、最良の実践モデル作りをサポートする。痛みのケアと痛みについての

教育の改善に⼒を注いでいる医療者を探して⼀緒に診療すれば、必ずその努⼒は報わ

れる。 

 利害関係者（ステークホルダー）との関係性ついては、鍵となる利害関係者を特定

し、その利害関係者から⽀援を得るための策略を考えることが必要である。考慮すべ

き利害関係者は学部⻑や教育カリキュラムの作成教員、図書館員、疼痛専⾨の医療

者、教育デザイン専⾨家、臨床医、患者と様々である。 

 効果的な痛みの診療には、あらゆる専⾨分野の専⾨知識をも超越した協調的なアプロ

ーチが必要であり、専⾨家間のグループ学習の機会を設けることが重要である。教育

を受ける⽴場の者は、共通の基盤的な知識も各専⾨領域での専⾨的な知識も含めてそ

れぞれの専⾨知識を理解する必要がある。それは⾃施設内の医療資源だけでなく⾃施

設外の医療資源を含めた多職種連携疼痛診療のために必要不可⽋である。 

 

教育資源の例 

A. 多職種における痛みの教育カリキュラムと中核となる診療技能 

 International Association for the Study of Pain (2017). IASP Curricula. 

 Fishman S, Young H, Arwood E, Chou R, Herr K, Murinson [Hogans] B, Watt‐Watson J, Carr D, 
Gordon D, Stevens B, Bakerjian D, Ballantyne J, Courtenay M, Djukic M, Koebner I, Mongoven J, 
Paice  J, Prasad R, Singh N, Sluka K, Marie B, Strassels S.  (2013). Core Competencies  for Pain 
Management: Results of an Interprofessional Consensus Summit. Pain Med 14, 971‐981. 
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B. 資格認定の規制当局および交付機関に働きかけるための戦略 

 Propectus to Promote Professional Pain Education 
 

C. 利害関係者（ステークホルダー）を特定し、教育を変化させるための戦略 

 医療圏とその⾏政に働きかけるための実践的モデル集 

 

D. 教育を変化させていく SMART goals アプローチ*脚注 2を活⽤した痛みの教育内容と⼈材育成の

推進 

 

3ヶ⽉以内に  あなたの施設の教育責任者と 10 分以上⾯会し、彼らの優先事項を確認

しましょう。 

あなたの施設内で教育を担当する教員達と、あなたの施設内の⽂化とし

て、どのようにすれば痛みの教育を教育コンテンツ全体に組み⼊れられ

るかについて1時間議論しましょう。 

あなたの施設内で他分野の教員と痛みを含む教育を協働することを計画

したり、共通する痛みについての事象の教育機会を提供することを相談

しましょう。 

6ヶ⽉以内に  痛みについての教育に役⽴つ教育イノベーションの専⾨的知識を習得す

るため、医療専⾨教育についての学術集会に参加しましょう。このよう

な学術集会に継続的に参加することで、医療専⾨教育において「痛み」

を通じて多分野でも利⽤できる診療技能（例：意志決定の共有、患者中

⼼のコミュニケーション技術、慢性疾患モデル、安全な薬剤処⽅）が教

育できることを理解して貰い教育における新しい連携を構築していきま

しょう。 

他の領域の教職員は⾯倒に思うかもしれないが、痛みのケアに重要な意

味を持つ話題（例：慢性⾻盤痛、⾮⼼原性胸痛）を教えるために1時間を

費やすことを提案しましょう。 
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痛み関連分野で教育を担当している⼈を探して連絡を取り、痛みのこと

を教育の話題に取り上げて貰う創造的な機会についてブレインストーミ

ングしましょう。そして他の教育領域でうまく導⼊された関連モジュー

ルについて議論しましょう。 

翌年までに  教育の新しいアプローチ（例：体験型学習 simulation、適時的教育

teachable  moments）と評価の新しいアプローチ（例：   形成的評価

formative  assessment、⼿続き的知識の⼀致性script  concordance、疼痛の

診療技能pain  competencies）に関する2つの重要な資源を特定し、それら

を他の領域の教職員3名と共有しましょう。 

国際疼痛学会、医療施設認定合同機構、WHO などの痛みの教育における

推奨事項と基準を熟読しましょう。あなたの施設の広報に教育について

の寄稿を掲載するか、ツイッターに投稿してみましょう。もしくはメデ

ィアからのインタビューを受けましょう。 

痛みの教育について2名の教育担当者を育成するとともに、痛みの診療と

教育についてより豊富な経験を持つ教育者を探して指導を受けましょ

う。 

ある教育的介⼊についての成果を分析し、成功したのか変更が必要なの

かを判定するため、多次元的評価法を導⼊しましょう。 

*引⽤元: Watt‐Watson J, Murinson [Hogans] B. Current challenges in pain education. Pain Management 

2013; 3(5): 351‐57.  
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「痛みについての卓越した教育」世界年として、IASP は「痛みについての卓越した教育」に関

する⼀連の報告書を作成した。これらの⽂書は、複数の⾔語に翻訳され、無料でダウンロード

できます。 詳細は www.iasp‐pain.org/globalyear をご覧ください。 

国際疼痛学会について 
（the International Association for the Study of Pain®） 

国際疼痛学会（IASP）は、痛みに関する全ての科学、診療、およ

び教育の分野における専⾨学会である。疼痛の研究、診断、また

は治療に関与する全ての者が⼊会資格を持つ（Membership  is 

open to all professionals）。 IASP には 133 カ国 7,000 ⼈の会員が所

属し、90 の国単位の⽀部学会、20 の分科会がある。 


