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最も脆弱な小児における疼痛評価 

 

痛みを評価することは、さまざまな小児医療領域において診断を行う上での、そして治療方針を判断する上で

の重要な手段だと広く認められている。 

 

疼痛評価は社会的コミュニケーションを介して行われる。それは個々の小児における疼痛経験が引き起こす行

動表現と、その疼痛行動が医療関係者によって観察、解釈、そして臨床的症状や背景を考慮した上での判

断で成り立っている。小児の疼痛信号に対して不適切な評価や誤った解釈をすると誤診、投薬不足、過剰

投薬、又は不適切な治療につながる。 

 

評価の主な情報源は、入手可能な場合は、自己申告による評価である。だが、最も脆弱な子供達は年齢が

幼い(新生児、乳児、幼児)か、神経学的又はコミュニケーション上の障害を抱えているか、あるいは医療目的

で鎮静状態に置かれている為、痛みに関して適切な自己申告ができない。それゆえ、この様な子供達の評価

は彼らの状態の観察を主体的な基盤情報とし、痛みの症状や背景、親からの疼痛情報、及び小児の痛みの

身体的兆候等を補足的に用いることになる。 

 

理想的には、疼痛評価は多次元的評価であるべきで、可能な限り以下の領域を含めた評価である事が望ま

しい。 

 

• 痛みの場所: 病気や怪我の可能性のある原因を特定し、痛みが局所的なのか、関連痛なのか、

または広範囲にわたる痛みなのかを区別するのに役立つ。非常に幼い子供達や中程度の障害を持

つ子供達でさえ「痛い場所」を指し示すことは可能である。 
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• 痛みの質又は特性: 痛みの感覚の質的な特徴や時間特性によって、痛みの種類（侵害受容

性疼痛、神経障害性疼痛、血管痛）を区別出来る。ただし、脆弱な子供達は痛みの説明

や痛みを言い表すのが難しい可能性がある。 

 

• 痛みの影響: 痛みが毎日の身体的および社会的機能をどの程度妨げているかに注意を払う。小児

から情報を入手できない場合は親から入手出来る。 

 

• 痛みの状況: 観察条件として、痛み体験に影響し、痛み信号および報告の解釈をより完全に

（正しく？）あらわす出来事や背景。 

 

• 痛みの強さ: 疼痛の重症度を推定し、ベースライン(測定)を識別するのに有用である。 

そして疼痛緩和治療介入と回復を評価するのにも有用である。 

 

 

痛みの強さを自己申告できない小児のための選定された評価方法 

 

これらの選定された観察方法の例は、主に顔の表情、泣く又は言語化(言葉で表現する)、姿勢、そして筋肉

の緊張度や動きをスコア化して構成されている。 

 

 

新生児、乳児、(1－３才の)幼児 [1,2] 

 

• 早産児疼痛プロファイル (PIPP)  [The Premature Infant Pain Profile] 

 

• 新生児痛みスケール(NIPS)  [The Neonatal Infant Pain Scale] (心拍数と酸素飽和度を記録する

項目も含まれている)。 

 

 

• 幼児未就学児術後疼痛スケール (TPPPS)  [The Toddler-Preschooler Postoperative Pain Scale] 

 

• FLACC行動スケール (FLACC) [The Face legs Activity Cry Consolability] 
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神経障害を持つ小児 [3,4,5,6] 

 

• 改訂 FLACC行動スケール(r-FLACC): 介護者がその小児に特有な疼痛行動を識別する行動を

追加することができる。多くの神経学的機能障害を持つ小児患者は痛みを特異的な行動であらわ

す。 

 

• 個別化された痛みの数値評価スケール(INRS): 通常の 0-10点の評価に加え親がその子供特有の

疼痛行動を記述して補足する。  

 

 

• 小児疼痛プロファイル(PPP):身体的な評価と機能項目の両方が含まれ  

る(例えば、食べることを拒否する、 睡眠障害; www.ppprofile.org.uk 参照) 

 

• コミュニケーションできない子供の痛みチェックリスト – 改訂版 (NCCPC-R): 行動のチェックリストを使用

し、認知またはコミュニケーション障害を持つ 3-18歳の子供を評価する。 

 

 

鎮静状態または拘束されている子供たち 

 

• COMFORTスケール；心拍数と血圧の評価が含まれています。 

 

• COMFORT-Behavior (COMFORT-B):  生理学的な項目を省略しています。 

 

 

評価に関する考慮事項 [8] 

 

• 観察型疼痛スケールは、 痛みによる苦痛と他の原因、例えば生理学的不全や恐怖によって引き

起こされる苦痛とを区別できない。  

 

• 生理学的パラメータ－ (例えば、心拍数、酸素飽和度)は痛みに応じて変化するが、観察された行

動と比べると痛みの指標としてはあまり特異性がなく、信頼性も低い。 

 

• 治療の決定は、評価のあらゆる側面と生理学的、発達的、心理社会的要因を含む苦痛の潜在

的な原因を考慮する必要がある。 
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• 疼痛スコアにカットポイントを設けることは、投薬の決定・決断を導くためには不適切あり、過小投薬

または過剰投薬を引き起こしかねない。 

 

• 痛みの強さのスコアの変化、観察された疼痛行動、治療反応、および子供の(身体的)機能は、治

療法を決定するために組み合わせて使用される。 

 

• 最も脆弱な子供達の疼痛または機能の具体的な評価は、テストのない状況に限られていたが、食

欲の回復、日常的な活動、社会的相互作用、及び睡眠特性などを含む簡単な観察は、親へのイ

ンタビューや直接観察することで容易に評価できる。 

 

• 重症患者は、痛みに対する強い反応を示せないか、持続性な行動反応が出来ない。 

 

 

結論 

 

ここで要約された臨床アプローチは、最も脆弱な子供達の疼痛評価の枠組みを構築するのに役立ちます。しか

し、Berde博士とMcGrath博士が強調しているように、「患者の報告、行動観察、及び病歴や体の検査、ラ

ボの検査結果を含めた生理学的測定と、臨床判断や治療介入を導く総合的な臨床の状況を組み合わせる

のは臨床のわざである。[9]」。 

 

中江文 訳 

（大阪大学,生命機能研究科） 
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術後痛に対する世界的な年（Global Year）の一環として、IASP は術後痛に関連する特定のトピックをカバー

する一連のファクトシートを提供しています。これらのドキュメントは複数の言語に翻訳されており、無料でダウンロ

ードできます。詳細については、www.iasp-pain.org/globalyear をご覧ください。 

 

国際疼痛学会®に関して 

 

IASP は、痛みの分野における科学、実践、教育のための主要な専門フォー

ラムです。会員資格は、痛みの研究、診断、または治療に関与するすべて

の専門家に開かれています。IASP は 133 カ国に 7,000 人以上の会員がお

り、90 の国内支部、及び 20 の特別利益団体を擁しています 

http://www.iasp-pain.org/globalyear

