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 報告書 No. 3 

痛みの教育カリキュラムの設計モデルと実施アプローチ 
 

多くの疼痛関連学会・組織は、「適切な疼痛診療を受けることは基本的⼈権である」と宣⾔し

ている  [8]。しかしながら、何⼗年にも渡る研究によって依然として急性期疼痛治療が不⼗分で

あることが報告されており、「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障害の主要な原因で増加傾向にあることが⽰されて

いる  [13]。これらの問題は、全ての医療者にとって痛みについての教育を最優先事項に設定し、

痛みに対する診療技能の教育を必修化しない限り解決できないであろう。既に⽬⼀杯詰め込ま

れた教育カリキュラムに痛みの教育内容を盛り込むことは難しいかもしれないが、既存の教育

資源を使⽤することで痛みの教育内容を加える作業を容易にすることが可能である。 

 

教育カリキュラムの要件に応じ、国際疼痛学会カリキュラムの4つの領域全てを組み⼊れる必要

がある： 

• 痛みの多次元的な性質 
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• 痛みの評価と定量化 

• 痛みの治療 

• 臨床現場への応⽤ 

 

さらに、より効果的な痛みの診療を提供するため、臨床医が協調して働くことを学習するため

の複数の医療専⾨分野にまたがる教育の重要性がますます認識されつつある [4,7,14]。 

 

教育カリキュラムデザインには以下のものが含まれる： 

• 学⽣の痛みに関する学習について明確に定義された⽬標と理論的根拠 

• 教育を成功に導き、教育を継続的に取り組めるようにするキーパーソン 

• 実効性のある教育内容、学習⽅法、評価⽅法が考えられた教育資材[9,14] 

 

教育を実践する上で考慮すべきこと： 

• 学⽣のレベルと経験 

• 逐次学習⽬標 

• 必須の知識と臨床技能の成果を確認するための反復的な評価⽅法 

 

既存の教育カリキュラムとモデル、教育の実践法を流⽤することで時間と労⼒を節約する。 

 

教育資源 

1. 資格取得前レベルの疼痛専⾨職および分野横断的な専⾨教育カリキュラム（学⽣向け、初

級編） 

• 国際疼痛学会のウェブサイトでは、職種、学習対象患者、個々の医療圏における需要

などを考慮し、さまざまな⽅法で実施できる疼痛専⾨職⽤の教育カリキュラムと分野

横断的な専⾨教育カリキュラムの両⽅を掲載している。 

• 国際疼痛学会の教育カリキュラムに関連する痛みの診療技能は、各種医療職の資格を

取得した全ての者にとって効果的で安全な痛みの診療を提供できるようにするための

基礎となる [5,6,7]。 
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• Johns  Hopkins⼤学医学部1年⽣のための4⽇間の痛み教育コースには、芸術作品におけ

る痛みのイメージに対する学⽣の反応を纏めた「疼痛ポートフォリオ」、個⼈的な痛

みの経験、医学における共感の役割などの内省的な活動が含まれる [11,12]。 

• 痛みの教育内容を教育カリキュラムに加えることを推奨するワシントン⼤学の6つの健

康科学学部の分野横断的な協⼒による痛みの教育内容と教育⽅法の詳細な計画 [3]。 

• 国際疼痛学会が提案する領域分類による「痛みの分野横断的な専⾨教育カリキュラム

モデル」は、次の4つの鍵となる疑問を明確にすることで教育カリキュラムの設計と実

施を⼿引きしている：（１）なぜ現状において痛みの教育内容が重要であるのか、

（２）痛みの教育を実践するための鍵となる⼈物は誰か、（３）どのような教育内容、

スケジュール、および教育資材が現実的であるか、（４）疼痛専⾨職向けの教育カリ

キュラムと分野横断的な専⾨教育カリキュラムにかかわらず、あるいは、必修・選択

にかかわらず、他専⾨分野の教育カリキュラムに組み込まれた履修コースと痛みの独

⽴した履修コースにかかわらず、どのように教育を実践するべきか [14]。 

• 19の英国の⼤学における7つの学科にまたがる痛みに教育内容の統合：課題と成功の秘

訣 [1]。 

• 英国版疼痛マネジメントの要点（An  Essential  Pain Management‐UK）*脚注1は既に12の医

⼤で導⼊済みである。 

• オンライン学習と遠隔医療を利⽤した痛みの教育プログラムは、学⽣の客観的な臨床

技能のみならず、プライマリケア医の処⽅選択、痛み診療に対する知識と信頼感を向

上させたが、これらの有効性のエビデンスは現在のところ医療資源が豊富な環境に限

られている [15, 16, 17]。 

*脚注1 https://www.rcoa.ac.uk/faculty‐of‐pain‐medicine/essential‐pain‐management/epm‐uk 

 

2. 医療者のための臨床現場における教育介⼊ 

• 術後疼痛評価に関する臨床医の教育においては、⾼い経費の掛かる標準化された患者

シミュレーションでなくても、患者シミュレーションの質を低下させた「ローテク」
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な教育によっても臨床医の診療内容と知識は同様に改善する[10]。 

• ⼩児科・新⽣児科で働く看護師向けの痛みについての教育ワークショップの前後でテ

ストしたところ、疼痛知識スコアが向上した [3]。 

 

3. ⼤学院⽣と専⾨家の継続的教育 

 

• 国際疼痛学会の疼痛スクールと疼痛キャンプ*脚注 2 

• 国際疼痛学会の国⽀部と地域連盟ウェブサイト*脚注3 

*脚注2 https://www.iasp‐ain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=5115&navItemNumber=654 

*脚注3 https://www.iasp‐pain.org/Chapters?navItemNumber=566 
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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。 


