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最良の看護実践ガイドライン
(Nursing Best Practice Guideline)
看護の未来を形成

疼痛の
評価と管理

ご挨拶専務理事Doris Grinspun
オンタリオ州正看護師協会
オンタリオ州正看護師協会 (RNAO) では、この度聖路加看護大学により翻訳された疼痛の
評価と管理ガイドラインを日本の医療コミュニティにお届けできることを喜ばしく思いま
す。看護師の使命たる、日々の診療において提供するサービスの質の高さを支えるのは、
根拠に基づいた実践です。RNAOならびに聖路加看護大学は、その鍵となる資料を皆様に
ご案内できることを光栄に思っております。
最良の看護実践ガイドライン (BPG) プログラムは、看護医療リーダーシップを育む目的
で築かれた日本の看護コミュニティとRNAOの協力関係の礎となりました。RNAOウェブサ
イトで臨床および健全な労働環境における最良の看護実践ガイドラインを検証した後、聖
路加看護大学はより『最良の看護実践ガイドライン』の翻訳許可を取得しました。看護の世界に明るい未来
を実現するという確固たるビジョンを持ち、本プロジェクトにご協力くださった小松浩子教授に感謝致しま
す。本ガイドラインは、看護の更なる向上と質の高い患者ケアを実現しようと強く願い、努力を続ける聖路
加看護大学およびRNAOの献身と情熱の結晶です。
また、『最良の看護実践ガイドライン (BPG)』のビジョンにご協力いただいた個人ならびに団体の皆様に
も深い感謝を捧げます。RNAOの能力とガイドラインの実現可能性を理解し、複数年にわたって資金を援助
してくださったオンタリオ州政府、深い専門知識とリーダーシップを発揮してBPGの作成に尽力してくださ
ったRNAO国際業務・最良の看護実践ガイドライン (IABPG) プログラム部長Irmajean Bajnok、ご協力くださ
った全ての部門のチームリーダー、とりわけ本BPGにおいて、深い専門知識と献身をもって策定パネル委員
として尽力してくださったDoris Howell。これらの皆様のご協力なくしては本ガイドラインの完成は到底不
可能だったでしょう。また、ボランティアとしてそれぞれの専門知識を駆使してご協力とご貢献をいただい
たBPG策定パネル委員の皆様にも感謝いたします。本プロジェクトに関わってくださった一人ひとりの皆様
へ。どなたが欠けても、本プロジェクトは完成の日を迎えることはありませんでした。
深い献身と情熱をもって、看護の明日を明るくしようと日々努力されている看護コミュニティの皆様へ。
一人ひとりが持つさまざまな分野の知識と貴重な時間を捧げてガイドラインの策定、実施、評価、そして改
訂にご協力いただきました。
本ガイドラインの効果的な活用には、臨床看護師のみならず、その同僚として現場で働く全ての分野の医
療従事者、教育現場ならび臨床現場における看護師の教育者、そして雇用主など全員の相互協力とたゆまぬ
努力が不可欠です。経営側も、最良の看護実践の実践授賞者の推薦やガイドラインの実施・評価などで応え
てくださり、これらを通して根拠に基づく実践の文化を育ててくださっています。
どうか本ガイドラインを領域横断チームメンバーと共有していただき、相互に学びあう体制を確立してく
ださるようお願いいたします。私たちが互いに協力することで、市民が医療ケアを必要とする時に、私たち
の力の及ぶ限りにおいて最善のケアを受けることが可能になります。どうか、市民一人ひとりが、この至高
のプロジェクトによって最大の恩恵を受けられるよう皆様のご支援をお願いいたします。
Doris Grinspun, RN, MScN, PhD (審査中), O. ONT.

専務理事
オンタリオ州正看護師協会

ガイドライン日本語版の発刊に感謝を込めて
このガイドライン、the Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) による多大な
支援のもとに、‘Assessment and Management of Pain’日本語版を作成できたことに心より
Best

感謝致します。RNAOは、長年にわたり、多様な看護専門分野においてThe

Practice

Guideline (BPG) Program を開発し、広く世界にEvidence-based practiceの普及を推進してき
ました。この度、RNAOの支援のもとに、慶應義塾大学に所属するがん専門看護師Certified
Nurse specialists (CNSs) がこのガイドラインの日本語版作成に携わりました。痛みは、患
者にとっても最も深い苦悩をもたらす症状です。われわれは、痛みに対するケアにおい
て、evidence put into practice により効果を高めることは、看護師すべての使命と考えてい
ます。このガイドラインが日本中の看護師およびhealth care professionalsが活用することに
より、痛みで苦しむ患者の苦悩が減少できると確信しています。
このガイドライン開発のプロセスすべてにおいて、RNAOのExecutive Director, Doris Grinspun,
Director

,Heather

およびAssociate

McConnell,はわれわれが直面する課題の解決に親身に相談に乗ってくださいました。ここに改め

て、あなた方の助力に感謝致します。
慶應義塾大学に所属するCNSsおよびoncology nursesが、今後、このガイドラインの改定と、臨床への適用に責任
を持って取り組みます。将来にわたり、RNAOと慶應義塾大学の連携にもとづき、The Best Practice Guideline (BPG)
Programを日本において普及する事業に取り組んでいけることに、大きな喜びと使命を感じています。

Hiroko Komatsu, RN, PhD
Professor
Faculty of Nursing and Medical Care
Keio University
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本書の使用にあたって
この最良の看護実践ガイドラインは、根拠に基づく看護医療のサポートに必要な
リソースを提供する包括的な文書である。本書は、組織の具体的なニーズまたは診療現場・
環境、ならびに患者のニーズおよび希望に基づいて見直し、適用する必要がある。ガイドラ
インは、「料理書」のように活用するのではなく、個々の患者ケアに関する意思決定を支援
するツールとして、さらに可能な限り最善のケアを提供すべく適切な構造やサポートが実現
するよう図るツールとして用いるべきである。
臨床診療の変更を先導し、促す看護師ならびにその他の医療従事者および管理者において
は、方針、手続、プロトコル、教育プログラム、評価および記録ツール等の作成の際に本書
が非常に役立つであろう。最良の看護実践ガイドラインは、リソースツールとしての運用が
推奨される。患者に直接ケアを行う看護師においては、推奨とともに、推奨の裏づけとなる
エビデンス、本ガイドラインの作成に用いたプロセスを検討することが有益である。いずれ
にせよ、診療現場・環境が本ガイドラインを日々の使用において使いやすい形で採用するよ
う強く推奨する。
本ガイドラインの使用を希望する組織においては、以下のように何通りかの使用方法が考
えられる。
n 本ガイドラインの推奨を用いて現在の看護および医療ケアの実践を評価する

診療アプローチにおいて確認されたニーズまたはサービスにおけるギャップに対応する推
n 
奨を特定する
n 推奨の実施計画を、関連するツールおよびリソースを用いて体系的に作成する

個人および組織が最良の実践ガイドライン (Best Practice Guideline) (を実施する際に役立つ
ようRNAOのウェブサイトを通して実施リソースが入手できる予定である。RNAOでは、本
ガイドラインがどのように実施されたかに関心がある。皆様の体験談をぜひお寄せいただき
たい。
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Nursing Best Practice Guidelines
Project (最良の看護実践ガイドライ
ン作成プロジェクト) の評価段階を
監督した研究者にはそのご尽力と指
導力に心から感謝の意を表明する。
評価チームは次のとおりである。

連絡先
Registered Nurses Association
of Ontario
Nursing Best Practice Guidelines Project
111 Richmond Street West, Suite 1208
Toronto, Ontario
M5H 2G4

主任研究者
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疼痛の
評価と管理
免責事項

この最良の看護実践ガイドラインは看護実践の領域にのみ関わっており、財政的効率性
を考慮に入れることを意図していない。本ガイドラインは、看護師に制約を課するものでは
なく、その使用にあたっては、患者・家族の希望および地域的状況に柔軟に対応するべきで
ある。本ガイドラインは、賠償責任の要素を構成することも、同責任の免除となることもな
い。発行にあたり、内容の正確性を期すべく最善の努力がなされているが、著者等ならびに
RNAOのいずれも、本ガイドラインに含まれる情報の正確性を保証するものではなく、また
本書の内容における何らかの誤りまたは脱落から発生した損失、損害または費用について何
ら責任を負うものでもない。本書における特定の医薬品への例示としての言及はいずれも、
それら製品のいずれかを推奨することを意味するものではない。
著作権

本書において、複写の具体的な禁止または制限の旨が記された箇所を除き、本書の残りの
部分は、全体をそのままで、電子的形態を含むあらゆる形で、教育的または非営利的目的に
おいてオンタリオ州看護師協会の合意または許可の必要なく発行、複製、出版することがで
きる。ただし、当該複写物に以下のとおり適切な著作者表示または出典を記載することを条
件とする。
Registered Nurses Association of Ontario (2002). Assessment and Management of Pain. Toronto,
Canada: Registered Nurses Association of Ontario.
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9

疼痛の評価と管理

推奨の概要
実践に関する推奨

10

パートA- アセスメント
疼痛のスクリーニング
推奨
1

疼痛アセスメントの
パラメーター
推奨
2

疼痛のリスクのある患者には全員、少な

言語および認知能力に問題のない患者に

くとも1日1回は評価をする。本人または

おいては、評価は主として自己報告に基

家族・介護者に、痛み、鈍い痛み、不快

づく。家族・介護者による疼痛の報告

感などがあるかをたずねる。

は、小児および自己報告をすることがで

n 小児については、次の各項を考慮する

きない成人の場合に評価の対象に含め

小児が疼痛を表現するのに使うと思
n 
われる言葉を親に聞く、またはその

る。

推奨レベル = C

小児を観察して、疼痛を示唆する兆
候・行動を見つける。
他の定期評価を実施中に疼痛の評価
n 
をする。
虚弱な高齢者、あるいは言語能力また
n 

推奨

3

以下に挙げる疼痛の基本的なパラメータ
ーを評価するため、系統的で有効な疼痛
評価ツールを採用する。

は認識能力のない者については、次の

n 痛みの部位

目印があるかどうかを評価して検査を

日常生活の機能および活動 (仕事、通常
n 

する。

の活動への障害など) に及ぼす疼痛の影

n 痛みがあると言う

響)

n 容態の変化を経験する

n 安静時および活動中の疼痛の程度

痛みを伴う慢性疾患の診断を受けて
n 

n 薬剤の使用

いる
表現されていない慢性の痛みがある
n 
疼痛に関連した薬剤を72時間を超え
n 
て使用している
苦痛に関わる行動をしたり、顔をゆ
n 
がめたりする
家族・スタッフ・ボランティアの観
n 
察により、疼痛の存在が示される

推奨レベル = C

n P－誘発または増悪因子

Q－疼痛の質 (痛みを表現は何か。
n 
- うずく、ずきずきする)
R - 痛みの放散 (痛みはその部位から広
n 
がるか)
S－疼痛の重症度 (強度、0～10の尺度)
n 
T - 頻度 (不定期、断続的、持続的)
n 

推奨レベル = C

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

推奨

4

包括的な
疼痛アセスメント
推奨

6

疼痛の強度の評価には、有効性が確立さ

次のパラメーターは、包括的疼痛評価の

れた、標準化されたツールを用いる。

構成要素である。

n ヴィジュアルアナログスケール (VAS)

身体検査、関連する臨床検査および診
n 

数値的評価スケール (Nurmeric Rating
n 
Scale: NRS)

断検査
現在の疾患の影響および理解
n 

n バーバル・スケール (Verbal Scale)
n フェイス・スケール (Faces Scale)

疼痛および疼痛によって生じる苦痛の
n 
意味

n 行動学的スケール (Behavioural Scale)

ストレスおよび疼痛への対処
n 

推奨レベル = C

日常生活動作への影響 (特に体の弱い高
n 
齢者および認知能力のない患者におい

推奨

5

て)

疼痛評価は、疼痛の身体および行動指標

心理社会的および精神的な影響
n 

も含むものとし、対象は乳児や小児、認

心理的‐社会的変数 (不安、抑うつ)
n 

知障害者、急性疼痛患者などとする。

環境的要因‐文化、言語、民族的要
n 

推奨レベル = C

因、疼痛および治療の経済的影響
疼痛管理法についての患者の意向、期
n 
待・信念・通念
自分の状態や疼痛に関連した情報を受
n 
け取ることに対する患者の意向および
反応

推奨レベル = C

11

疼痛の評価と管理

疼痛の再評価および
アセスメントの継続
推奨
7

推奨

疼痛の種類および強度、ならびに治療計

以下のパラメーターを定期的な疼痛の再

画に応じて、定期的に疼痛の再評価を行

評価に含める。

う。

n 現在の疼痛の強度、質、および部位

疼痛の再評価は、疼痛の新たな報告お
n 

過去24時間で最もひどかった疼痛の強
n 

よび治療が行われた際、強度が強まっ
たとき、および以前は効果的であった
方法では鎮痛できなくなったときに行
12

う
疼痛の再評価は、介入が最大効果に達
n 

8

度 (安静時および運動中)
鎮痛効果の程度－反応 (疼痛スケールの
n 
低下)
n 治療計画の実施に対する障害
n ADL、睡眠、気分に及ぼす疼痛の影響

した後 (非経口的薬物療法の場合は15

疼痛治療薬の副作用 (嘔気、便秘)
n 

～30分後、速効性鎮痛薬投与後1時間、

n 鎮静のレベル

短時間作用型の鎮痛法または経皮貼布

鎮痛のために用いる戦略 (例)
n 

の場合は4時間後、非薬理学的介入の場
合は30分後) に行う
急性術後痛は、手術および疼痛の重症
n 

定期的に使用する、および突出痛の
n 
際に使用する鎮痛薬の用量
n 非薬理学的介入

度に従って決めた間隔で定期的に評価

n 物理療法

し、かつ疼痛の新たな報告または原因

n 認知・行動療法

不明の疼痛の発症があったとき、およ

n リハビリテーション療法

び鎮痛薬投与後の最大効果時に行うこ

n 環境変化

と

n 不安の低下

推奨レベル = C

推奨レベル = C

推奨

9

予期しない強い痛みは、突発性の場合や
低血圧、頻脈、発熱といったバイタルサ
インの変化とともに現れた場合は特に、
直ちに評価すること。

推奨レベル = C

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

疼痛アセスメントの
記録
推奨
10

疼痛アセスメントの
所見の伝達
推奨
13

患者集団やケアの現場に特有の、患者の

疼痛アセスメントの所見 (医療従事者、お

疼痛症状を把握するための標準化した用

よび患者・介護者の評価) が、患者が感じ

紙に記録する。記録ツールには以下のも

た疼痛を反映していることを、患者・介

のが含まれる。

護者と確認する。

初期評価、包括的評価および再評価
n 

推奨レベル = C

介入の有効性を追跡するモニタリング
n 

推奨

ツール (0～10の尺度)

推奨レベル = C

14

学際的チームのメンバーに疼痛評価の所
見を伝える。その際、構造的評価ツール

推奨

11

の利用、治療方法で得られた鎮痛の有

ケアに関わる臨床医全員が閲覧できる形

無、疼痛治療における患者の目標、疼痛

で、標準化された様式に定期的かつ日常

が患者に及ぼす影響などを通して得られ

的に疼痛評価を記録する。

た疼痛のパラメーターを説明する。

推奨レベル = C

推奨レベル = C

推奨

12

患者および家族 (代理の記録者として) に
は、ケアが行われた際、適切なツールに
疼痛評価を記録するよう指導する。これ
により、患者や家族の治療計画への参与
が容易になるとともに、あらゆる場面を
通じた効果的な疼痛管理の連続性が促進
される。

推奨レベル = C

13

疼痛の評価と管理

推奨

15

推奨

16

疼痛が緩和されていないときは、患者に

患者・介護者に、以下の指導を行う。

代わって、治療計画の変更を推奨する。

疼痛日誌または日記の使用 (ツールを提
n 

看護師は、確認された治療計画の変更の

供)

必要性について、学際的医療チームとの

緩和していない疼痛について担当医に
n 

議論に参加する。看護師は、適切なエビ

伝え、患者を代弁することで患者を支

デンスをもとに自分の推奨事項の裏づけ

援

をし、変更の必要性について次のような

推奨レベル = C

明確な根拠を提示する。
有効性の確認された尺度による疼痛の
n 
14

強度
過去24時間における疼痛のスコアの変
n 
化
鎮痛薬の投与後における疼痛の強度お
n 
よび質の変化、および鎮痛薬の効果の

推奨

17

道義上の責任として、患者・介護者の記
録も含め、組織内におけるあらゆる適切
な伝達手段を用いて、緩和していない疼
痛の状況を報告する。

推奨レベル = C

持続時間
過去24時間における定期的な疼痛およ
n 

推奨

18

び突出痛用の鎮痛薬の投与量

標準疼痛管理の原則に従った後にも疼痛

n 患者の疼痛緩和に関する目標

が鎮静されない、慢性疼痛の患者を、次

緩和していない疼痛が患者に及ぼす影
n 

へ紹介する。

響
副作用または毒性の有無
n 
根拠により裏づけされた、治療計画の
n 
具体的な変更提案

推奨レベル = C

特定の種類の疼痛の対応に熟達したし
n 
かるべき専門医
情緒、心理・社会、精神、内科的疾患
n 
の併発などの複雑な要因に対応する学
際的チーム

推奨レベル = C

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

パートB－管理
疼痛管理
計画の策定
推奨

19

管理、
薬理学的疼痛管理
適切な鎮痛薬の選択
推奨
21

学際的チームのメンバーとの協力のもと

次の各項を考慮に入れて、鎮痛薬の選択

に、次の各項を考慮に入れ、鎮痛につい

を患者に合わせて行うようにする。

ての患者および家族のゴールと一致した

疼痛の種類 (急性、持続性、侵害受容
n 

管理計画を策定する。

性、神経因性)

n 評価所見

n 痛みの強さ

n 疼痛のベースライン特性

鎮痛薬の毒性を起こす可能性 (年齢、腎
n 

疼痛の経験を形作る身体的、心理的、
n 
社会文化的要因

障害、消化性潰瘍、血小板減少症など)
n 患者の全身状態

n 病因

n 合併症の状況

最も効果的な薬理学的および非薬理学
n 

n 過去あるいは現在の薬剤に対する反応

的方法

n 患者および家族の負担

n 管理介入

n ケアの環境

現在および将来の主要治療計画
n 

推奨レベル = A

推奨レベル = C

推奨

20

患者および家族・介護者に書面による治
療計画を渡し、意思決定および疼痛管理
への積極的な関与を促す。計画は、評価
および再評価の結果に応じて調整されて
いく。治療計画に変更があれば、それを
記録し、計画の実施に関わる者全員に伝
える。

推奨レベル = C

15

疼痛の評価と管理

推奨

22

24

最も単純な鎮痛薬の投与計画、および最

複雑な疼痛状況については、疼痛管理専

も侵襲性の低い疼痛管理の方法を推奨す

門家に相談することを推奨する。そうし

る。

た状況としては、これに限定されるもの

個々の疼痛の状況およびケアの場面に
n 

ではないが、以下のような状況がある。

応じて経路を調整する。

n 標準的治療に反応しない疼痛

持続痛および回復傾向の急性疼痛には
n 
経口経路が望ましい。

n 疼痛の原因が複数ある

神経障害性および侵害受容性の疼痛の
n 

多くの手術の後には、静脈内投与が望
n 
16

推奨

混在

ましい経路で、通常はボーラス投与お

n 薬物乱用歴

よび持続注入を用いる。

推奨レベル = C

推奨レベル = C
筋肉内投与は、痛みを伴い確実ではな
n 
いため、推奨されない。

推奨

25

アセトアミノフェンまたは非ステロイ

推奨レベル = B

ド性抗炎症薬 (NSAID) は、禁忌でない限
り、軽度の疼痛の治療および特定の種類

推奨

23

の疼痛について、補助鎮痛薬として用い

痛みの強さに合わせた薬理学的管理を目

られることを認識する。

指した鎮痛薬選択を推奨するため、段階

推奨レベル = A

的アプローチを用いる。
WHOの除痛ラダー (WHO Analgesic
n 

推奨

26

Ladder) が、慢性の癌性疼痛の治療にお

鎮痛補助薬は、特定の種類の疼痛の治療

いて推奨される

における重要な補助である点を認識す

軽度から中等度の術後痛の薬理学的
n 
管理は、アセトアミノフェンまたは

る。
抗けいれん薬や抗うつ薬などの鎮痛補
n 

NSAIDから開始する。ただし、中等度

助薬は、特定の種類の疼痛について独

から重度の疼痛は、初回はオピオイド

立した鎮痛剤となる

系鎮痛薬で治療すること

推奨レベル = B

高齢者に抗うつ薬や抗けいれん薬を投
n 
与する際には、著しい抗コリン作用や
鎮静作用の副作用が起きる可能性があ
るため、特に注意が必要である

推奨レベル = B

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

推奨

27

新生児および月齢6カ月未満の乳幼児に
n 

オピオイドは、禁忌である場合を除き、

おいてオピオイドの使用が必要な場合

中等度から重度の疼痛の治療に用いる点

は、特に注意を払う。局所麻酔薬を含

を認識し、次の各項を考慮に入れる。

む薬剤の用量は、新生児の現在の体重

n これまでの鎮痛薬の用量

または最も適切な体重をもとに慎重に

n 過去のオピオイド使用歴

算出すること。初回用量は推奨最高用

n 投与頻度

量を超えないこと

推奨レベル = B

n 投与経路
n 副作用の発症および重症度

29

年齢関連の有害作用の可能性
n 

推奨

n 腎機能

メペリジンは、慢性疼痛の治療において

推奨レベル = A

は禁忌である点を認識する。
メペリジンは、毒性代謝物のノルメペ
n 

推奨

28

リジンの蓄積により、発作や情動不安

重度の疼痛の治療におけるオピオイドの

が引き起こされる可能性があるため、

使用においては、次の薬理学的原則を考

慢性疼痛の治療には推奨されない

慮する。

メペリジンは、急性疼痛の状況下にお
n 

麻薬拮抗性鎮痛薬 (例：ペンタゾシン)
n 

いて、それ以外は健康体であって、か

は、オピオイドとの併用投与はしな

つモルヒネやヒドロモルフォンといっ

い。これは、この組み合わせが退薬症

た他のオピオイドに異常反応 (すなわち

候を引き起こし、疼痛を増大させる可

注入部位における局部ヒスタミン遊離)

能性があるためである

またはアレルギー反応を示していない

高齢者においては、若年者と比べて一
n 
般的に鎮痛薬の血中濃度が高くなり、
作用持続時間が長いため、投与量はよ
り低用量で開始し、増量も緩やかに行
うこと (「慎重に漸増」)

者において、ごく短期間のみ使用して
もよい
メペリジンは、腎機能障害を有する患
n 
者においては禁忌である

推奨レベル = A

17

疼痛の評価と管理

オピオイドによる
鎮痛の最適化
推奨

30

推奨

32

鎮痛薬の投与は、患者の特性や薬理学的

次の各項に従い、副作用最小限に抑えつ

要素 (すなわち作用の持続時間、最大効

つ疼痛を緩和する鎮痛用量に達するよ

果、半減期)、薬剤の投与経路に従って適

う、疼痛種類別の用量漸増法を原則とす

切なタイミングで行う。

る。

推奨レベル = B

n 疼痛の原因
n 患者の治療反応

推奨
18

31

n 臨床症状

オピオイドは、作用の持続時間に従った

n 薬剤の併用

一定のタイムスケジュールで、重度の疼

n 開始効果および最大効果

痛の持続時間に関する予測に従って投与

n 鎮痛効果の持続時間

すべきである点を認識する。

n 年齢

重度の疼痛が術後48時間の間予測され
n 

投与薬剤の既知の薬物動態および薬力
n 

るときは、当該時間内は定期的投与が

学。通常、用量は、慢性疼痛を有する

必要になる場合がある。術後経過の後

患者では速効性鎮痛薬を24時間おき、

期には、「疼痛時」を基準に投与する

徐放性オピオイド鎮痛薬を48時おきに

と有効な場合がある

増量する。例外は経皮投与のフェンタ

慢性の癌性疼痛の場合、オピオイド
n 
は、その作用持続時間に従って、「24
時間」ベースで投与する
必要用量が安定している時は、長時間
n 
作用型オピオイドのほうが適切である

推奨レベル = A

ニルで、これは3日おきに貼りかえる。

推奨レベル = B

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

推奨

33

持続的な癌性疼痛に対する突出痛時
n 

次の原則に従い、鎮痛薬の定時投与間に

の鎮痛薬の用量は、定時 (持続性) 鎮

生じた痛み (突出痛) を速やかに治療す

痛薬の１日 (24時間) の総投与量の10

る。

～15%としなければならない

術後における突出痛時鎮痛薬は、定時
n 

突出痛時の鎮痛薬の用量は24時間定
n 

鎮痛薬投与量や、患者の呼吸数、手術

期投与量が増量された時に調整しな

の種類によって異なり、通常はPCAポ

ければならない。

ンプを通してボーラス投与で行う
突出痛時鎮痛薬は、薬剤の最大効果
n 

突出痛に対する鎮痛薬 (レスキュー)
n 
を1日に２～３回以上投与した場合

(po/pr = q1時間、SC/IM = q30分、IV =q

や鎮痛効果が不十分な場合は１日の

10-15分) に従って「疼痛時」に患者に

定時鎮痛薬の投与量を調整する。

投与する

推奨レベル = C

突出痛に対しては、「24時間」の定時
n 

34

の製剤と同じオピオイドを用いるのが

推奨

最も有効である

鎮痛薬の切り換えを行うときは、薬物間

慢性痛がある患者には、以下を確保す
n 

の同等性を確保するため、鎮痛薬換算用

る

量表を用いる。鎮痛薬の切り替えをする

「24時間 (１日) 」の定時投与の間に
n 

際に最も安全な方法は、疼痛の状態が安

発現する痛み (突出痛) に対し、速効

定している場合であれば、新しい鎮痛薬

性オピオイドを使えるようにしてお

の用量を半分に減量することである点を

く

認識する。

推奨レベル = C

19

疼痛の評価と管理

推奨

35

意向および最も有効かつ最も侵襲的性が

安全性および有効性の
モニタリング
推奨
37

低い経路を考慮に入れて、代替の投与経

オピオイドの服用患者で、呼吸抑制のリ

路を確保しておく。

スクがある者のモニタリングを行う。そ

経皮投与の適応としては、モルヒネア
n 

の際、痛みのない人がオピオイドを使用

レルギー、不耐性、嘔気および嘔吐、

したり、痛みのコントロールに必要な用

嚥下困難などがある

量以上に使用したりすると、呼吸の抑制

薬剤を経口摂取できないときは、患者の

不耐性の嘔気・嘔吐または嚥下不能が
n 
20

または停止が生じる可能性があるという

ある癌患者、または疼痛コントロール

点を認識する。

上効果の変動を避けることが必要な患

呼吸抑制は、オピオイドの用量を適切
n 

者には、オピオイドの皮下持続注入を

に漸増した者については、発生の頻度

検討する

は低い。慢性疼痛または癌性疼痛のコ

特定の代替投与経路を選択する最に
n 

ントロールのためにオピオイドの投与

は、投与薬の費用および送達に必要な

を一定期間の間受けている者では、こ

技術 (例：疼痛ポンプ) を考慮に入れる

の症状が発生することはまれである

鎮痛剤の間欠皮下注入には、翼状針の
n 
使用を検討する

呼吸抑制のリスクは、オピオイドの静
n 
脈内投与または硬膜外投与、急速な用

硬膜外アクセスの管理は、適切な資源
n 
と専門技能を備えた臨床医が行わなけ

量の増加、または腎障害があると増大
する

推奨レベル = A

ればならない

推奨レベル = C

推奨
推奨

36

38

鎮痛薬使用患者については、副作用およ

薬物中毒、薬物耐性、薬物依存の相違を

び毒性についてモニタリングを行う。適

認識し、これらが最適な鎮痛の障害にな

切な用量の漸増の後にも鎮痛が不十分な

らないように予防する。

場合、およびミオクローヌスや精神錯乱

推奨レベル = A

など予防薬が効かない副作用が生じた場
合は、オピオイドの変更を推奨する。鎮
痛薬を小児および高齢者に投与する際
は、特に注意する。

推奨レベル = C

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

推奨

39

推奨

43

定期的に鎮痛薬を使用したとき、および

オピオイドの副作用を強める次の薬剤を

用量、経路、投与のタイミングを変更し

考慮に入れて、副作用の考えうるすべて

た後に、鎮痛薬の効果を評価する。鎮痛

の原因を認識し、治療する。

が不十分場合には鎮痛薬の変更を提唱 (主

鎮静－鎮静薬、精神安定薬、制吐薬
n 

張) する。

起立性低血圧– 降圧薬、三環系抗うつ
n 

推奨レベル = C

薬
精神錯乱 – フェノチアジン、三環系抗
n 

推奨

40

疼痛コントロールのために効果のないオ
ピオイドを増量する必要のある患者につ
いては、疼痛管理の専門家への紹介を検

うつ薬、抗ヒスタミン薬、その他抗コ
リン薬

推奨レベル = A

21

痛の原因、例えば神経障害性疼痛なども

嘔気および嘔吐
推奨

評価に含める。

オピオイド使用患者全員を対象に、嘔気

RNAOパネルにおける合意

および/または嘔吐を評価し、その際特に

討する。残存している病因やその他の疼

44

その症状と鎮痛薬投与のタイミングとの

オピオイドに多い副作用の
予測と予防
推奨
41

関連に注意を払う。

オピオイド使用患者では、嘔気や嘔吐、

推奨

便秘、眠気といった多くみられる副作用

オピオイド系鎮痛薬を服用している患者

についてモニタリングを行い、適切な予

に、制吐薬を「嘔吐、悪心時」」、また

防治療を施す。

嘔気・嘔吐が持続する場合は定時で制吐

推奨レベル = B

剤が使用できるようにする。

推奨レベル = C

45

推奨レベル = C

推奨

42
46

オピオイドの副作用をコントロールする

推奨

ことで投薬処方を遵守できることを患者

制吐薬は異なる作用機序を有しており、

に助言する。

正しい制吐薬の選択はこの症状の原因の

推奨レベル = C

理解に基づくものである点を認識する。

推奨レベル = C

疼痛の評価と管理

推奨

47

刺激性緩下剤は、宿便があるときは禁
n 

嘔気・嘔吐の状態を確認するため、制吐

忌となる場合がある。経口刺激剤を再

薬の効果について定期的に評価し、適切

開する前に、宿便を取り除くため浣腸

な治療にも関わらず症状が持続する場合

と坐薬が必要になる場合がある

は、より精密な検査を提唱する。

推奨レベル = C

推奨レベル = C

推奨
推奨

22

48

50

患者の状況 (重度の疾患を有する者では忍

嘔気・嘔吐がオピオイドに関連している

容できない場合がある) および意向を認識

ことが確実になり、適切な用量の制吐薬

しながら、腸の蠕動運動を高めるような

でも改善しない場合は、別の制吐薬への

食事療法について個々に助言を行う。

切り換えについて医師に相談する。

推奨レベル = C

推奨レベル = C

便秘
推奨

推奨

51

不耐性の便秘に伴って腹痛および/また

49

は嘔吐を呈する者は、至急医師を紹介す

便秘の処置として、禁忌でない限り適切

る。

な予防策を講じ、副作用について常にモ

推奨レベル = C

ニタリングする。
おいては、予防策として緩下剤を処方

眠気・鎮静
推奨

し、目指す効果を得るまで増量する

一過性の鎮静は頻繁に認められる症状で

推奨レベル = B

あることを認識し、患者および家族・介

オピオイドの定時投与を受ける患者に
n 

52

浸透圧制緩下剤は便を軟化させ、蠕動
n 

護者には、オピオイドの開始や、その後

を促進するほか、薬の増量にうまく対

の増量に伴っての眠気は一般的にみられ

処できない者においては効果的な代替

る症状であることを説明する。

薬となる場合がある

推奨レベル = C

推奨レベル = B

推奨

53

72時間を超えて継続する眠気について、
その根本原因を探るため評価を行い、眠
気を伴う精神錯乱または妄想については
医師に報告する。

推奨レベル = C
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58

処置に伴う疼痛の予測および
予防
推奨
54

推奨

医学的検査、包帯交換などの処置中に起

について、速やかに報告することの重要

こりうる疼痛について予測し、予防する

性を患者に理解させるよう努める。

ために薬理的および非薬理的なオプショ

推奨レベル = C

緩和されない疼痛、痛みの変化、新しい
疼痛の原因または種類、鎮痛薬の副作用

ンを併用する。

推奨

推奨レベル = C

59

薬理学的疼痛管理法の最適な使用の妨げ

推奨

55

となりうる思い込みを減らすため、依存

痛みを伴う処置における薬理学的管理

症、耐性、身体的依存の違いを明確にす

は、鎮痛薬および/または局所麻酔薬が基

る。

本であることを認識する。抗不安薬およ

依存症 (精神的依存) は、身体的依存で
n 

び鎮静薬は痛みに関連した不安の軽減に

も耐性でもなく、慢性疼痛のためにオ

使用する。抗不安薬および鎮静薬を単独

ピオイドを使用している患者には滅多

で使用すると、疼痛は緩和せず行動反応

にみられない

を鈍くする。

オピオイドを疼痛管理のために慢性的
n 

推奨レベル = C

に使用している者は、耐性の徴候を示
し、増量調節を要する場合がある。も

推奨

56

っとも、耐性は通常は問題にはなら

意識下鎮静を行うときは、熟練した監督

ず、何年も同じ用量の投与を受けるこ

および適切なモニタリング手続を確実に

とがある

施す。

推奨レベル = C

オピオイドの長期使用の後、その必要
n 
がなくなった者については、身体的依
存を原因とする離脱症状を防ぐため、

患者および家族の教育
推奨
57
患者およびその家族・介護者に対して、
患者の疼痛およびその治療に用いられる
方策に関する情報を提供し、その際、俗
説の訂正と、副作用の予防・治療方法に
特に焦点をあてる。

推奨レベル = A

数週間かけて減量をする必要がある

推奨レベル = A

23
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効果的な記録
推奨

60

推奨

63

すべての薬理学的介入を、鎮痛薬の疼痛

特定の種類の疼痛への有効性が知られて

緩和効果を明確にする、系統的疼痛記録

いる特定の方策、たとえば表面の温冷罨

に記録する。この記録は、鎮痛薬の漸増

法、マッサージ、リラクゼーション、イ

に関する学際的医療チームの同僚との連

メージ療法、圧・振動療法などを、禁忌

絡に用いる。疼痛の日付、時刻、重症

のない限り実施する。

度、部位および種類をすべて記録する。

推奨レベル = C

推奨レベル = C

推奨
24

推奨

61

64

患者および家族の闘病の手助けとなる心

家庭用としては、患者および家族に鎮痛

理社会的介入を治療過程の早期に実施す

薬の効果を記録する簡易な方法を提示す

る。

る。

推奨レベル = B

推奨レベル = C

非薬理学的疼痛管理
推奨
62
薬理学的方法と非薬理学的方法を組み合

推奨

65

心理教育的介入を疼痛治療の全体的計画
の一部として実施する。

推奨レベル = A

わせて、効果的な疼痛管理を実現する
非薬理学的な治療法は、適切な薬理学
n 

推奨

66

的管理の代替として使われるべきもの

認知行動療法に学際的なリハビリテーシ

ではない

ョンアプローチを組み合わせることが、

非薬理学的な治療方法の選択は、患者
n 
の意向や治療目的に基づいて行う
非薬理学的手法に関して関係しうるす
n 
べての禁忌を実施前に検討する

推奨レベル = C

非悪性の慢性疼痛の治療における重要な
戦略であることを認識する。

推奨レベル = A
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教育に関する推奨
推奨

67

推奨

71

実践レベルに到達した看護師は、疼痛お

教育的戦略の計画にあたっては、ガイド

よび評価の原則に関する知識が必要とさ

ラインの推奨事項の周知および実施のた

れる。推奨レベル = C

めの最も効果的な方法を検討する。こう
した方法の一例としては次のようなもの

推奨

68

疼痛評価および管理の原則を、オリエン
テーションプログラムに含めるととも
に、組織内における専門能力開発の機会
を通じて知ることができるようにする必
要がある。

がある。
実践方法の指針としての行動変化モデ
n 
ルの使用
臨床面での変化に影響を及ぼす戦略を
n 
組み合わせての使用
組織環境の影響を考慮に入れた実施戦
n 

推奨レベル = C

略の作成

推奨レベル = A

推奨

69

教育プログラムは、新たな実践が支持さ
れるよう図るため、疼痛評価および管理

組織、
政策に関する推奨

72

についての看護師の知識、技能、態度お

推奨

よび信念の変化を促すように構成されて

看護規制機関 (Nursing regulatory bodies)

いる必要がある。

は、疼痛管理の説明責任に関する基準が

推奨レベル = C

Standards of Nursing Practice (看護実践基
準) に盛り込まれることを保証する必要が

推奨

70

教育プログラムは、看護師が疼痛評価お

ある。

推奨レベル = C

よび管理における効果的な実践を実際に

73

示す機会を提供する必要があり、また実

推奨

践のサポートに必要なリソース (例：実

医療機関は、疼痛評価および管理につい

践上の変更、注意喚起システム、障害の

ての標準化されたアプローチを支持およ

除去など) についても扱わなければならな

び強化するための文書記録システムを整

い。

備していなければならない。

推奨レベル = C

推奨レベル = C
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推奨

74

推奨

77

医療機関は、患者および家族・介護者

医療機関は、患者、家族・介護者、スタ

が、適切な疼痛緩和の実現に関与するに

ッフが、疼痛管理の専門家へのアクセス

あたって利用しうる教育資源を有してい

など、効果的な疼痛評価および管理を提

なければならない。

供するためのリソースを利用できるよう

推奨レベル = C

確保しなければならない。

推奨レベル = C

推奨

26

75
78

政策は、満足のいく鎮痛が優先されると

推奨

いうスタッフの期待を明確に支持または

医療機関は、疼痛ケアに対する学際的医

目指すものでなければならない。

療チームアプローチの支持を表明する必

推奨レベル = C

要がある。

推奨レベル = C

推奨
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医療機関は、疼痛ケアに対する学際的医

推奨

療チームアプローチの支持を表明する必

医療機関は、一連のケア全体における疼

要がある。

痛管理の質をモニタリングするための質

推奨レベル = C

改善システムを整備していなければなら
ない。

推奨レベル = C
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推奨

80

最良の看護実践に関するガイドライン
は、適切な計画、資源、組織的および事

最良実践の重要性を強める議論および
n 
教育の継続的機会

務的サポート、さらには適切な円滑化が

ガイドラインの実施に関わる個人的お
n 

あって初めて成功しうる。組織は、以下

よび組織的な経験について振り返る機

を含む実施計画を作成することが望まし

会この点について、RNAOは (看護師、

い。

研究者および管理者からなるパネルを

組織的な準備状態および教育への障害
n 

通じて) 「ツールキット：臨床実践ガイ

の評価
実施プロセスに関わる予定のメンバー
n 

ドラインの実施」を利用可能なエビデ
ンス、理論的見解およびコンセンサス

全員の参与 (直接的または間接的な支援

に基づいて作成した。同ツールキット

機能)

は、RNAOの「疼痛の評価と管理」に

教育および実施プロセスに必要な支援
n 
を提供する適格な人物の献身

ついての最良の看護実践に関するガイ
ドラインの実施の指針とすることが推
奨される。
RNAOパネルにおける合意

ガイドライン作成の
責任
オンタリオ州看護師協会 (RNAO) は、オンタリオ州保健・介護省

(Ontario Ministry

of Health and Long-Term Care) の助成を得て、最良の看護実践ガイドラインの作成、試験的
実施、評価および周知という複数年プロジェクトに着手した。第2期にある現在のプロジェ
クトの関心のひとつは、疼痛の評価と管理である。本ガイドラインは、あらゆる偏見または
オンタリオ州保健・介護省の影響から独立して任務を実施する看護師をRNAOが招集し、設
立したパネルによって作成された。
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目的および範囲
最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline) は、適切
な医療に関わる臨床家および患者の決定を支援するために体系的に作成された文書である。
本ガイドラインは、施設と地域の双方を含めたあらゆるケアの場面において、可能な限り予
防も含めた疼痛の評価および管理に関する方向性を臨床現場の看護師に提示することを意図
している。本ガイドラインは、急性および慢性疼痛の双方を含めたあらゆる場面における最
良の実践を盛り込み、高齢者や小児といった特定の層に具体的な推奨を行っている。小児科
学、老年科学、慢性の非悪性疼痛、悪性疼痛、急性外傷、外科分野といった専門分野に携わ
る看護師においては、各自の専門分野における特定の臨床実践ガイドラインから、さらなる
28

実践の方向性が必要になるであろう。
本ガイドラインの推奨は、疼痛の評価および管理等を含む「実践の推奨」、看護師に求め
られる技能を支援する「教育に関する推奨」、ならびに質の高い看護サービスの提供を可能
にする要素として、継続的ガイドライン実施の評価を含む、支援的な実践環境を提供するこ
との重要性を謳った「組織、政策に関する推奨から構成される。
本ガイドラインは、Registered Nurse (正看護師、RN) およびRegistered Practical Nurse (准看
護師、RPN) を対象にした、疼痛の評価および管理における最良の看護実践に関するガイド
ラインである。個々の看護師の能力は、看護師間および看護職種 (RNおよびRPN) の間で幅
があり、また知識、技能、態度、臨床分析および意思決定など、経験および教育を通じて時
間とともに強化される要素に基づいていると認識されている。個々の看護師は、疼痛の評価
および管理の各要素のうち、自身が適切な教育を受けて経験のあるものについてのみ、自身
の実践の範囲内において実施するよう期待されている。
RNかRPNかに関わらず看護師は、患者ケアのニーズが個々の看護師が単独で対応できる能
力を超えている場合には、適切な助言を求めるよう期待されている。効果的な患者ケアの成
否は、患者の個人的な意向および独自のニーズに留意しつつ、医療従事者と患者との継続的
なコミュニケーションを組み入れた協働的で学際的なアプローチによる。
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ガイドライン作成のプロセス
2000年6月、RNAOのもとに急性疼痛、慢性疼痛、緩和ケア時の疼痛、小児疼痛の評価お
よび管理の臨床実践および研究の領域で熟練した看護師が施設、地域双方から招集され、パ
ネルを設置した。
同パネルの最初の任務は、疼痛管理および評価の現状について理解を深めるとともに、ガ
イドラインの範囲について合意を形成すべく、既存の臨床実践ガイドラインを検討すること
であった。構造化されたインターネット検索に加えて、体系的な文献検索を行った結果、疼
痛の評価および管理に関する臨床ガイドラインが10点ほど得られた。パネルでは、大半の看
護師は、その臨床実践における指針としてこれらのガイドラインを用いていないという旨の
強い意見が出された。この最良の実践ガイドライン (Best Practice Guideline) の作成において
は、既存のガイドラインから看護師への適用が可能なものを取り込み、現場の看護師にとっ
て臨床的に有用な文書を作成するという決定がパネルにより下された。
特定した10点の臨床実践ガイドラインについて、Cluzeauら(1997)によるツールを用いて質
評価が実施された。同ツールは、臨床実践ガイドラインの質を評価するための枠組みとなる
とともに、意思決定プロセスを円滑化する。特定したガイドラインはそれぞれ、少なくとも
4人の評価者が検討を行った。各種ガイドラインの評価の結果得られたスコアが、評価者が
各ガイドラインを比較し、その相対的な長所と短所を見極める際の参考とされた。この体系
的な評価の結果、4点の文書が質が高く、内容に関連性があり、今回の最良の看護実践ガイ
ドライン (Nursing Best Practice Guideline) の作成での使用が適切であると確認された。具体
的には、これらの4点は、必要なデータかどうかという点でパネルが重要とみなした厳密性
および文脈・内容の観点から判断して優れていた。そのガイドラインは以下の4点である。
Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR). (1992). Acute pain management: Operative

or medical procedures and trauma. Clinical Practice Guideline, Number 1. AHCPR Publication
Number 92-0032. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, Public Health
Service, U.S. Department of Health and Human Services.
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Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR). (1994). Management of cancer pain. Clinical
Practice Guideline, Number 9. AHCPR Publication Number 94-0592. Rockville, MD: Agency for
Health Care Policy and Research, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human
Services
American Pain Society, Quality of Care Committee (1995). Quality improvement guidelines for the
treatment of acute and cancer pain. Journal of the American Medical Association, 274(23), 18741880.
Royal College of Nursing (1999). Clinical practice guidelines –The recognition and assessment of
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acute pain in children, Technical report. London: Royal College of Nursing.
ガイドライン作成パネルは、選ばれた4点の臨床実践ガイドラインの推奨を1つの表に統合
する作業に進んだ。これらのガイドラインから、厳密性、文脈、内容、および適用の面で最
も高く評価された実践推奨が抜粋または編集された (第一段階)。第二段階として、これらの
ガイドラインから、内容について高い評価を受けたか、または内容に関連性があって既存の
文献により裏付けできる実践推奨が抜粋された。パネルは、最良の看護実践への適用性を保
証するため、これらのガイドラインの中の実践に関する推奨を編集した。既存のガイドライ
ンから抜粋できなかった実践の推奨の作成にあたっては、体系的で体験談に基づく検討が行
われた。それぞれの推奨について、パネルにおける合意が得られた。
ガイドライン案は、審査(査読)のため外部評価者へ提出された。戻ってきたフィードバッ
クを検討し、ガイドラインの最終案に組み入れられた。このガイドライン案は、オンタリオ
州の一部の臨床現場において試験的に実施された。試験的な実践を行う臨床施設は、RNAO
が実施する「提案依頼」プロセスを経て決定された。この実施段階の評価を行い、ガイドラ
インにさらなる改善を加えて、評価結果が報告され、ガイドライン作成パネルの審査を受け
た後、発行の準備が行われた。
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エビデンスの解釈:
ベストプラクティス (Best practice) においては、看護師はエビデンスが現存しない場合は科
学的なソースおよび臨床現場における定評ある疼痛専門家による知識を指針とすることが要
求される。本ガイドラインの作成にあたって使用されたエビデンスの種類はU.S. Agency for
Health Care Policy and Research (1992, p 107):

エビデンスレベル:における定義によ
る。
Ia

メタ分析および無作為比較試験より得られたエビデンス

Ib

最低1件の無作為比較試験より得られたエビデンス

IIa

最低1件の適切にデザインされた対象試験であるが無作為化されていないもの
より得られたエビデンス

IIb

最低1件の適切にデザインされた準実験研究
より得られたエビデンス

III

適切にデザインされた非実験研究、たとえば
比較試験、創刊研究、事例研究より得られたエビデンス

IV

専門家委員会の報告書または意見、および/または
個々の情報提供者の臨床試験から得られたエビデンス
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推奨レベル
本ガイドラインで用いた評点システムは、Scottish Intercollegiate Guideline Network (スコット
ランド大学間共通診療ガイドライン作成ネットワーク) (2000) より借用されたものである。

A	特定の推奨に関して、全般的に質が高く一貫性のある文献において少なくとも1件の無
作為化比較試験があることを条件とする。
(エビデンスレベルIa、Ib)

B	当該推奨のトピックについて、適切に実施された臨床試験があるが、無作為化臨床試
32

験はないことを条件とする。RNAOのガイドライン作成パネルでは、適切にデザインさ
れた定性的研究が本カテゴリーに含まれることを強く支持している。(エビデンスレベ
ルIIa、IIb、III)

C	専門家委員会の報告書または意見、および/または 個々の情報提供者の臨床経験から得
られたエビデンスがあることを条件とする。直接使用できる質のよい臨床試験がない
ことを意味する。(エビデンスレベルIV)

RNAOパネルにおける合意
個々の情報提供者の臨床試験およびRNAOガイドライン策定パネルのコンセンサスによる推
奨ベストプラクティスパネルはこれらの推奨について更なる研究が必要であると認める。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

用語の定義
(「臨床用語集」については付録Aを参照のこと)

突出痛：自然発生的または特定の活動に関連して生じる痛みの間欠的な増悪。
介護者：患者が自宅で日々の身体的および情動的ニーズを管理できるよう手助けをする
者。医療従事者は、患者とその介護者が在宅における管理の知識。技術を有していることを
施設において確認する必要がある。

慢性疼痛：慢性の非悪性疼痛は、通常の回復時間を超えて継続する疼痛である

(Merskey &

Bogduk, 1994)。癌性の慢性疼痛は、関連の治療および/または疾患のために存在する疼痛であ

る。

「臨床実践ガイドライン」または「最良の実践ガイドライン」：「医師お
よび患者が特定の臨床 (実践) 状況における、適切な医療について決定を下す際の支援とす
るために、(利用可能な最善のエビデンスに基づいて) 体系的に作成された声明」 (Field & Lohr,
1990, p. 8)

合意：方針に関する意思決定のプロセスであって、新たな知識を創造するための方法では
ない。合意の形成はせいぜい、科学データまたは参加者の集合的英知など利用可能な情報を
最大限に活用しているにすぎない (Black et al., 1999)。
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教育に関する推奨：最良の実践ガイドライン (Best Practice Guideline) の導入、実施およ
び持続に必要な教育要件および教育アプローチ・戦略。

エビデンス：「何らかの提案または議論中の問題の実証における推論または信念を支持
または正当化するために提示される所見、事実、または体系的情報」(Madjar & Walton, 2001, p.
28)。

偶発的な疼痛：「行動 (活動) に関連した疼痛」を参照のこと。
行動 (活動) 時の疼痛：食事、排便、社会生活、歩行といった特定の活動に伴う突出痛
34

の一種。偶発的な疼痛とも呼ばれる。

神経障害性疼痛：神経系の原発巣または機能障害がきっかけまたは原因で生じる疼痛
で、末梢神経系および/または中枢神経系が関与する (Merskey & Bogduk, 1994)。

神経障害性疼痛の表現：神経障害性疼痛は通常、鋭い、焼けるような、またはうずく
ような痛みと表現され、多くの場合、患部のしびれやヒリヒリする痛みといった他の症状を
伴う。

侵害受容性疼痛：正常な組織および正常に機能している神経系における刺激の伝達に障
害を与える侵害刺激が関わる疼痛 (Merskey & Bogduk, 1994)。

侵害受容性疼痛の表現： 外科手術など痛みを伴う処置の後の侵害受容性疼痛は、鋭
い、ずきずきするというように表現されることが多い。身体的な原因の疼痛 (例：骨痛) は、
鈍い、ずきずきするというように表現される場合もあり、部位が容易に特定できる。内臓痛
(例：肝臓痛) は、通常は部位の特定がより難しく、痛みの元から離れた他の部位が示される
ことも多い。
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非薬理学的な：薬物を用いない方法による痛みの治療を指し、リハビリテーション法、
冷却、マッサージなどの物理的療法、および認知行動的アプローチなどが含まれる (AHCPR,
1994)

組織、政策に関する推奨：最良の実践ガイドライン (Best Practice Guideline) を成功裏
に実施することが可能な臨床現場に求められる条件をまとめた文書。成功の条件は、概ね組
織の責任であるが、より広範囲な政府または社会レベルの意味合いを持つ場合もある。

実践に関する推奨：医療従事者の実践に対する理想的な根拠に基づいた最善の実践に
関する文書

利害関係者： 利害関係者とは、組織の意思決定および行動組織に利害関係を有する個
人、団体、または組織で、意思決定または行動に影響を及ぼそうと試みる可能性がある者
である (Baker et al., 1999)。利害関係者には、問題の変化またはその解決から直接的または
間接的な影響を受けることになるすべての個人または集団が含まれる。利害関係者にはさ
まざまな種類が考えられ、敵、支持者、中立者などに分類が可能である (Ontario Public Health
Association,1996)。

システマティックレビュー：厳密な科学的アプローチの総説への適用

(National Health

and Medical Research Centre, 1998)。システマティックレビューにより、医療の効果が一貫して

認められ、研究の結果があらゆる患者集団、臨床場面、治療における差異 (例：用量) にわ
たって適用できるケース、および効果が著しく異なる可能性があるケースが何であるか判明
する。審査において明示的かつ体系的な手法を用いることで、偏り (系統的エラー) が限定さ
れ、偶然の影響が低減するため、結論を導き、意思決定を行う際の根拠となる、より信頼性
の高い結果が得られる (Clarke & Oxman, 1999)。
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背景となる事実関係
疼痛は、患者が医療従事者の援助を求める理由として最も多いもののひとつであり、患
者、家族、社会、医療制度にとって大きな負担となりうる。近年、世界保健機関が5大陸で
実施した研究において、対象人口の約22%が過去1年の間に持続痛を有していたことが示さ
れた (Gureje, Von Korff, Simon & Gater, 1998)。6000万の患者において急性疼痛を経験する日数はお
よそ1800万日にわたり、約10％が慢性疼痛を21憶9千万日経験する(Rigge, 1990)。
緩和しない痛みは、患者に著しい生理的および心理的影響をもたらし、このことが急性
疾患からの回復に影響し、生理的および情動的機能における変化、QOLの低下、作業能力の
36

障害を生じさせる場合がある。こうした深刻な結果があるにも関わらず、多数の試験におい
て、依然としてあらゆる患者集団において緩和しない痛みが極めて多く報告されている。
癌患者の最大50%において、転移性疾患を原因とする持続痛は適切に治療されていない
と推測されている (Cleeland et al., 1994; VonRoeen Cleeland & Gonin., 1993; Young, 1999)。地域社会
に暮らす高齢者の25～50%が著しい疼痛に苦しんでおり、介護施設の患者の約70%で緩和し
ない痛みの問題があることが諸調査で報告されている (Ferrell, 1991; Helm & Gibson, 1997; Turk &
Feldman, 1992)。また、患者の50～80%において、鎮痛薬の投与後の疼痛が中等度から重度と

いう評価を受けていたことも試験により示されている (AHCPR, 1994; McCaffery & Pasero, 1998)。
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小児における疼痛の大きさを推測するのは困難であるが、それは疼痛が認知されないこ
とが多く、また報告の仕組みが国により大きく異なるためである。小児における、認知され
ず緩和されない疼痛は、小児とその家族にとって著しい負担となる。痛みを感じている小児
は、怒りっぽく、睡眠障害、摂食障害、および医療従事者に対する一般的な不信感などを経
験することがある。家族は、自分の子供の疼痛を予防またはコントロールすることができな
いことに無力感や怒りを感じる場合がある (WHO/IASP, 1998)。
十分な鎮痛 (痛みの緩和) のために、著しい疼痛を有している患者のQOLを向上するため
の知識とリソースが存在する。Canadian Council on Health Services Accreditation (カナダ
保健サービス認定協議会、CCHSA) (1995) の基準では、疼痛管理の有効性に関する現在実施
中の評価がCCHSA評価の構成要素になるとの明確な指示をカナダの病院に対して与えてい
る。Canadian Pain Society (カナダ疼痛学会) のPaper on Pain Relief (疼痛緩和の文書) では、患
者は可能な限り最良の鎮痛を受ける権利があることが記されている (Watt-Watson, Clark, Finley &
Watson, 1999)。

看護師は、疼痛の緩和方法に関する最新の知識を活用し、疼痛の評価および管理における
最良の実践を採用することを通じて、疼痛管理において重要な役割を担うことができる。看
護師は、患者の安楽と鎮痛を促進するために、最も有効な疼痛緩和戦略が用いられているこ
とを確実にするため、医療制度内において患者を擁護する法的および倫理的義務を負うもの
である。
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疼痛の評価および管理の基本理念
以下の疼痛の評価および管理の基本理念は、本ガイドライン作成プロセスの
一環として検討された種々の意見書より抜粋されたものである。

RNAOガイドライン作成パネルは、疼痛の評価および管理において看護
師の指針となる、次の理念を特定し、これについて合意した。
n
n
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n
n

n

n

n

患者は、可能な限り最良の鎮痛を受ける権利を有する。

緩和されない疼痛は重大であり、看護師は可能な限り疼痛を予防すること。

緩和しない痛みには、疼痛に関連する要因および介入について批判的な分析が求められ
る。

疼痛は、年齢や特殊なニーズに関わらず、あらゆる患者において主観的かつ多次元的で、
非常にばらつきのある実体験である。

鎮痛が不適切である場合、看護師は、疼痛治療の変更を提案する法的および倫理的義務
を負う。

疼痛管理上の意思決定を行う際には、患者および家族との協力が求められる。

効果的な疼痛の評価および管理は、多次元的な範囲にわたるものであり、協調的な学際
的医療が必要とされる。
疼痛の評価および管理における臨床能力には、継続的な教育が求められる。

オピオイドの効果的な使用により、徒歩、理学療法、日常生活動作など日常活動の円滑化
が達成できるはずである。

看護師は、組織レベルにおける疼痛管理のプロセスおよびアウトカムの正式な評価に参加
する義務を負う。

看護師は、他の医療従事者とともに、よりよい疼痛管理の実践を促すための組織的な変
化に向けた交渉を行う責任を負う。

看護師は、効果的な疼痛管理を支える方針の変化および資源の配分を提唱する。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

実践に関する推奨
パートA – アセスメント
疼痛のスクリーニング
推奨 • 1

疼痛のリスクのある患者には全員、少なくとも1日1回は評価する。本人または家族・介護者
に、痛み、鈍痛、不快感などがあるかをたずねる。

推奨レベル = C)
n 小児については、次の各項を考慮する

小児が疼痛を表現するのに使うと思われる言葉を親に聞く、またはその小児を観察し
n 
て、疼痛を示唆する兆候・行動を見つける。
n 他の定期評価を実施中に疼痛の検査をする。

虚弱な高齢者、あるいは言語能力または認識能力のない者については、次の指標があるか
n 
どうかを検査で評価する。
n 痛みがあると言う
n 容態の変化を経験する
n 痛みを伴う慢性疾患の診断を受けている
n 表現されていない慢性の痛みがある
n 鎮痛薬を72時間を越えて使用している
n 苦痛に関わる行動をしたり、顔をゆがめたりする
n 家族・スタッフ・ボランティアの観察により、疼痛の存在が示される

エビデンスの考察
健康増進およびケアの結果の向上に焦点を置くと、疼痛管理の成功は疼痛の存在の検
査から始まる。この障壁を克服し、疼痛を優先事項にするための試みの一環として、Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (医療施設認定合同審査会) (2000) の基
準では現在、疼痛を5番目のバイタルサインとして評価することを推奨している (Lynch, 2001;
Merboth & Barnason, 2000)。

リスクのある患者はすべて検査対象とすべきであり、ここには弱者 (新生児、乳児、小
児、高齢者、コミュニケーション能力のない、認知障害のある患者、生死に関わる疾患のあ
る者など) も含まれ、有効性が確認された強度ツール、たとえば (0～10) などを用いて検査
する (AHCPR, 1994)。医療施設を訪れる高齢者は全員、疼痛の存在について定期的に検査する
(American Geriatric Society, 1998)。
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疼痛アセスメントのパラメーター
推奨 • 2

言語および認知能力に問題のない患者においては、評価は主として自己報告に基づく。家
族・介護者による疼痛の報告は、小児および自己報告をすることができない成人の場合に評
価の対象に含める。(推奨レベル = C)

推奨 • 3
以下に挙げる疼痛の基本的なパラメーターを評価するため、系統的で有効な疼痛評価ツール
を採用する。(推奨レベル＝C)
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n 痛みの部位

日常生活の機能および活動 (仕事、通常の活動への障害など) に及ぼす疼痛の影響)
n 
n 安静時および活動中の疼痛の程度
n 薬剤の使用
n P－誘発または増悪因子
n Q－疼痛の質 (痛みを表現は何か。うずく、ずきずきする) うずく、ずきずきする)
n R－痛みの放散 (痛みはその部位から広がるか)
n S－疼痛の重症度 (強度、0～10の尺度)
n T－頻度 (不定期、断続的、持続的)

推奨 • 4
疼痛の強度の評価には、有効性が確立された、標準化されたツールを用いる。

(推奨レベル = C)
n ヴィジュアルアナログスケール (VAS)
n 数値的評価スケール (NRS)
n バーバル・スケール
n フェイス・スケール
n 行動学的スケール (付録 E を参照)

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

推奨 • 5
疼痛評価は、疼痛の身体および行動指標も含むものとし、対象は乳児や小児、認知障害者、
急性疼痛患者などとする。(推奨レベル = C)
言語能力がない、認知障害のある者においては次のとおりとする。
a. 欠損指標

ii. 能動的指標

n 感情の鈍磨

n 体をゆする

n 怒りっぽい

n 他者との交流の減少

n 苦痛の声を発する

n いらいらしている

n 食欲の減少

眉をしかめる、顔をゆがめ
n 

n 睡眠パターンの変化
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る
n ぜいぜい息をする

b. 小児の場合：

c. 乳児の場合

次の各項における変化

n 泣き顔の表情

n 落ち着きのなさ

n 行動

n 運動反応

n 外見

n 外見

n 姿勢

n 活動レベル

n 活動

n バイタルサイン

n 過度に静かである

エビデンスの考察
疼痛の種類、重症度、およびそれが患者に与える作用を正確に評価し、診断することは、
適切な介入および治療を計画するために必要であり、かつ全般的な臨床評価においては欠く
ことができないものである (SIGN, 2000)。医療従事者は、疼痛について尋ねなければならず、
同時に患者の自己報告を評価の主たる根拠とし、評価にあたっては、患者の日常生活動作遂
行能力および全般的機能に注意する (AHCPR. 1994; McCaffery & Pasero, 1998)。疼痛評価および管
理についての情報および指示を与え、自らの疼痛管理において活発な役割を担うことを奨励
すること (SIGN, 2000)。患者およびその家族は、指定のツールの正確な使い方に関する理解に
ついて評価を受けるとともに、そうしたツールの使い方についての教育も行わなければなら
ない (RCN, 1999)。

疼痛の評価と管理

疼痛の原因、ならびにその機能的および心理社会的影響についての診断は、既往歴、身
体検査、調査、標準的な評価ツールを含む徹底的な評価によって行うことができる (SIGN,
2000)。 ベースラインの評価は、疼痛の存在を報告した、または生理学的および行動学的

な疼痛の指標を示した大人および小児を含め、すべての患者を対象に含める (AHCPR, 1992;
McCaffery & Pasero, 1998; RCN, 1999)。疼痛の強度と緩和を0から10の尺度で評定する数値的評価

スケール (NRS) など、有効性が確認された簡易評価ツールは、現在実施中の疼痛評価に用
いること(AHCPR 1994; SIGN, 2000)。その他のツールとしては、ヴィジュアルアナログスケール
(VAS) やバーバル・スケール (VRS) などがあり、これらは高い信頼性および構成概念妥当性
があると考えられている (Briggs & Closs, 1999)。疼痛の他の次元、たとえば気分などもアセスメ
ントする必要がある (SIGN, 2000)。尺度の選択は、患者の意向、年齢、認知機能、言語に基づ
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くものとし、同レベルの活動中における疼痛の評価では毎回同じ尺度を用いること (AHCPR,
1992; American Pain Society, 1999)。発達遅延、学習障害、認知障害、情動障害などがある者につ

いては、それに合わせてツールを調整する必要がある (lCSI, 2001; RCN, 1999; SIGN, 2000)。
うずき、不快またはその両方、さらに現在実施中の評価 (McCaffery & Pasero, 1998) で用いら
れる用語を含め、疼痛に関して患者が用いる典型的な用語を評価すること。疼痛管理の方法
および疼痛管理に関する情報の取得のため、患者の意向および期待・信念・通念は初回アセ
スメントに含めること (RNAOパネルにおける合意)。

幼児・小児
アセスメントの方法は、小児の発達レベルおよび人格様式、ならびに状況に合わせて調整
する必要がある。小児または親から、その小児が疼痛を表現する言葉 (たとえば、痛い、バ
アー、など) を聞いておくことが重要である (AHCPR, 1992)。小児の疼痛について、親の評価
が小児の報告より優先されることはないが、小児が自己報告をしたがらない、またはできな
い場合には、家族による疼痛の報告をその小児の疼痛評価の一部として用い、そこに組み入
れること (RCN, 1999)。小児の行動、外見、活動レベル、およびバイタルサインにおける変化
は、疼痛の強度における変化を示唆するものである可能性があるので、こうした変化に注意
することが重要である (RCN, 1999)。
行動の評価尺度は、幼児が疼痛を感じている事実を示す有効な尺度で、信頼性も高いの
で、言語習得前や言葉を話せない小児に用いること。こうした評価尺度には、泣く、顔の
表情、運動反応、姿勢、活動、過度に静か、落ち着きがない、外見などが含まれる (RCN,
1999)。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

高齢者
高齢者の厳密な疼痛評価には大きな障害が存在することがある。高齢者は、身体的または
心理的な障害が大きいにも関わらず、疼痛報告を躊躇する場合がある。体の弱い高齢者によ
くみられる感覚障害および認知障害がコミュニケーションを困難にする。米国老年医学会の
Panel on Chronic Pain in Older Persons (高齢者の慢性疼痛に関する検討会) は、軽度から中等
度の認知障害を有する者でも、簡易式の質問および検査ツールでの評価が可能であると述べ
ている。介護者の報告も求める必要がある。(AGS. 1998)。

手術後
手術後痛の評価および管理は、慢性痛の発症の減少につながる。手術後の患者におい
ては、疼痛に対する生理学的反応 (例：心拍、脈拍) および行動学的反応を評価すること
(AHCPR. 1992)。

新生児、乳幼児および小児向けのツール例については付録Bを、ベースラインの疼痛評価
において尋ねる質問案については付録CおよびDを、成人における疼痛評価用のツール例に
ついては付録Eをそれぞれ参照されたい。

包括的な疼痛アセスメント
推奨 • 6

次のパラメーターは、包括的疼痛評価の構成要素である。

(推奨レベル = C)
n 身体検査、関連する臨床検査および診断検査
n 現在の疾患の影響および理解
n 疼痛および疼痛によって生じる苦痛の意味
n ストレスおよび疼痛への対処

日常生活動作への影響 (特に体の弱い高齢者および認知能力のない患者において)
n 
n 心理社会的および精神的な影響
n 心理的‐社会的変数 (不安、抑うつ)

環境的要因‐文化、言語、民族的要因、疼痛および治療の経済的影響
n 
疼痛管理法についての患者の意向、期待・信念・通念
n 
n 自分の状態や疼痛に関連した情報を受け取ることに対する

患者の意向および反応

43

疼痛の評価と管理

エビデンスの考察
永続的および慢性的疼痛を有する者においては、学際的医療チームによる包括的な疼痛
評価が必要である。この評価は、学際的医療チームとの協力のもとに遂行する必要があり、
身体検査、既往歴、関連ある臨床検査およびその他の診断検査の検討、市販薬も含めた投薬
歴、代替および補完療法などが含まれる (AHCPR. 1994; SIGN, 2000)。
初回疼痛評価には、詳細な既往 (疼痛の強度および特徴の評価を含む)、身体検査 (神経学
的検査を重視する)、心理社会的アセスメント、疼痛の原因を判断するための適切な診断を
含めること：(AHCPR, 1994; SIGN, 2000)。患者の希望および目標を判断する必要があり、患者の
治療を担当するチームはそこに焦点を置くこと (SIGN, 2000)。疼痛アセスメントには、疼痛の
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耐性に関する要因も含まれる (SIGN, 2000)。
ベースライン評価が完了次第、疼痛が患者に及ぼす影響を、次の各分野について評価する
こと：現在の疾患の影響および理解、疼痛の意味、ストレスおよび疼痛に対処する患者の典
型的な反応、疼痛およびその治療の経済的影響、疼痛が引き起こす苦痛、オピオイドや抗不
安薬、またはその他の薬剤の使用に関する懸念 (RNAOパネルにおける合意)。社会文化的変
数 (民族、宗教)、および疼痛に関わる行動や知覚に影響を及ぼしうる状況的要因なども考慮
に入れなければならない (McCaffery & Pasero, 1998; SIGN, 2000)。
侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛の差異を認識することが重要で、両者間では病因、症
状、鎮痛法への反応、および管理戦略が異なる (AHCPR, 1994)。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

疼痛の再評価および継続的なアセスメント
推奨 • 7

疼痛の種類および強度、ならびに治療計画に応じて、定期的に疼痛の再評価を行う。 (推奨

レベル = C)
疼痛の再評価は、疼痛の新たな報告および治療が行われた際、強度が強まったとき、およ
n 
び以前は効果的であった方法では鎮痛できなくなったときに行う
疼痛の再評価は、介入が最大効果に達した後 (非経口的薬物療法の場合は15～30分後、速
n 
効性鎮痛薬投与後1時間、短時間作用型の鎮痛法または経皮貼布の場合は4時間後、非薬理
学的介入の場合は30分後) に行う
急性術後痛は、手術および疼痛の重症度に従って決めた間隔で定期的に評価し、かつ疼痛
n 
の新たな報告または原因不明の疼痛の発症があったとき、および鎮痛薬投与後の最大効果
時に行うこと

推奨 • 8
以下のパラメーターを定期的な疼痛の再評価に含める。

(推奨レベル = C)
n 現在の疼痛の強度、質、および部位
n 過去24時間で最もひどかった疼痛の強度 (安静時および運動中)
n 鎮痛効果の程度－反応 (疼痛スケールの低下)
n 治療計画の実施に対する障害
n ADL、睡眠、気分に及ぼす疼痛の影響
n 疼痛治療薬の副作用 (嘔気、便秘)
n 鎮静のレベル
n 鎮痛のために用いる戦略 (例)
n 定期的に使用する、および突出痛の際に使用する鎮痛薬の用量
n 非薬理学的介入
n 物理療法
n 認知・行動戦略
n リハビリテーション戦略
n 環境変化
n 不安の低下
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推奨 • 9
予期しない強い痛みは、突発性の場合や低血圧、頻脈、発熱といったバイタルサインの変化
とともに現れた場合は特に、直ちに評価すること。

(推奨レベル = C)

エビデンスの考察
疼痛アセスメントおよび記録については、新たな疼痛報告を受け治療計画を開始後はその
種類と強度に応じて定期的に実施し、薬理学的または非薬理学的介入の後は適切な間隔をお
いて (非経口的薬物療法の場合は15～30分後、経口投与の場合は1時間後) 実施する (AHCPR,
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1994; RCN, 1999)。臨床医は、一般的な疼痛症状を把握しておくこと。こうした迅速な診断に

より、治療が早められ、緩和していない疼痛の程度を最低限に抑えられる可能性がある
(AHCPR, 1994)。

疼痛の新たな報告および手順が行われた際、痛みが増したとき、および以前は効果的であ
った方法では鎮痛できなくなったときは、疼痛の再評価を行う (AHCPR, 1994)。疼痛のパター
ンの変化や、新たな疼痛の発症は、既存の原因のせいであるとみなすべきではなく、誘因と
なる診断評価を行う (AHCPR, 1994)。原因不明の激しい痛みが突然、低血圧や頻脈、発熱とい
ったバイタルサインの変化とともに現れた場合は特に、直ちに評価すること (AHCPR, 1992;
RCN, 1999)。

管理処置に関連した疼痛および苦痛についての介入では、すべての年齢層について、処置
の種類、予想される疼痛のレベル、さらには年齢や感情・身体状態といった個別的要因を考
慮に入れること (AHCPR,1994)。
通常の治療に反応しない持続的な慢性疼痛のある患者については、包括的評価と精密検査
を行うよう、特定の疼痛症状に関する専門医に紹介する (RNAOパネルにおける合意)。外科
手術、整形外科、麻酔、またはその他の専門分野を含めた専門的な診察が必要とみなされる
場合がある (ICSI, 2001)。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

疼痛評価の記録
推奨 • 10

患者集団やケアの現場に特有の、患者の疼痛症状を把握するための標準化した用紙に記録す
る。記録ツールには以下のものが含まれる。記録ツールには以下のものが含まれる。

(推奨レベル = C)
n 初期評価、包括的評価および再評価
n 介入の有効性を追跡するモニタリングツール (0～10の尺度)

推奨 • 11
ケアに関わる臨床医全員が閲覧できる形で、標準化された様式に定期的かつ日常的に疼痛評
価を記録する。(推奨レベル = C)

推奨 • 12
患者および家族 (代理の記録者として) には、ケアが行われた際、適切なツールに疼痛評価
を記録するよう指導する。これにより、当人や家族の治療計画への参与が容易になるととも
に、あらゆる場面を通じた効果的な疼痛管理の連続性が促進される。(推奨レベル = C)

エビデンスの考察
標準化ツールを用いた定期的な評価・再評価の記録が求められる。これは、看護師が行う
か、または患者および家族・介護者が自己報告・所見を報告および記録するように指導する
ことで実施できる。患者および家族の理解および指定のツールの適切な使用に関して評価を
行い、ツールの使用について指導を行う (RCN, 1999)。
簡便かつ包括的で、使いやすく、有効性の確認された評価・モニタリングツールとして、
疼痛の強度および鎮痛について信頼ある記録ができ、気分などの疼痛の他の次元にも関連し
たものを選ぶこと。同じモニタリング用ツールを定期的かつ日常的に使用することとし、ま
たそれを用いる患者のケアの場面に合わせて調整する必要がある場合がある (AHCPR, 1994;
McCaffery & Paserto, 1998)。モニタリング用ツールは、チームメンバー全員が情報にアクセスで

きる場所に保管しておくこと (deRond, deWit, vanDam & Muller, 2000)。
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評価ツールは、患者の認知能力および小児の年齢に合ったものとすること (McCaffery &
Pasero, 1998; RCN, 1999)。発達遅延、学習障害、情動障害、および言語の障壁がある者について

はツールの調整が必要である (ICSI, 2001; RCN, 1999; SIGN, 2000)。
評価用および記録用の各種ツールについては、付録BおよびEを参照されたい。

疼痛アセスメント所見の伝達
推奨 • 13

疼痛アセスメントの所見 (医療従事者、および患者・介護者の評価) が、患者が感じた疼痛を
48

反映していることを、患者・介護者と確認する。

(推奨レベル = C)

推奨 • 14
学際的チームのメンバーに疼痛評価の所見を伝える。その際、構造的評価ツールの利用、治
療方法で得られた鎮痛の有無、疼痛治療における患者の目標、疼痛が患者に及ぼす影響など
を通して得られた疼痛のパラメーターを説明する。(推奨レベル = C)

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

推奨 • 15
疼痛が緩和されていないときは、患者に代わって、治療計画の変更を推奨する。看護師は、
確認された治療計画の変更の必要性について、学際的医療チームとの議論に参加する。看護
師は、適切なエビデンスをもとに自分の推奨事項の裏づけをし、変更の必要性について次の
点を含む明確な根拠を提示する。(推奨レベル＝C)
n 有効性の確認された尺度による疼痛の強度
n 過去24時間における疼痛スコアの変化

鎮痛薬の投与後における疼痛の強度および質の変化、および鎮痛薬の効果の持続時間
n 
n 過去24時間における定期的な疼痛および突出痛に対する鎮痛薬の投与量
n 患者の疼痛緩和に関する目標
n 緩和していない疼痛が患者に及ぼす影響
n 副作用または毒性の有無
n 根拠により裏づけされた、治療計画の具体的な変更提案

推奨 • 16
患者・介護者に、以下の指導を行う。

(推奨レベル = C)
n 疼痛日誌または日記の使用 (ツールを提供)

緩和していない疼痛について担当医に伝え、患者を代弁することで患者を支援
n 

推奨 • 17
道義上の責任として、患者・介護者の記録も含め、組織内におけるあらゆる適切な伝達手段
を用いて、緩和していない疼痛の状況を報告する。(推奨レベル = C)

推奨 • 18
標準疼痛管理の原則に従った後にも疼痛が鎮静されない、慢性疼痛の患者を、次へ紹介す
る。(推奨レベル＝C)
n 特定の種類の疼痛の対応に熟達したしかるべき専門医
n 情緒、心理・社会、精神、内科的疾患の併発などの

複雑な要因に対応する学際的チーム
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エビデンスの考察
あらゆる場面で疼痛評価に関するあらゆるパラメーターを患者や家族・介護者、同僚、医
師、その他の医療専門家と定期的かつ継続的にコミュニケーションを取り、かつ話し合いを
行う。必要に応じて、専門医へ紹介および調整をする。
看護師は、疼痛の存在を評価し、組織のガイドラインに従って患者を代弁することで、疼
痛を感じている者の経験を代表するという、道義上の責任を有する (RNAOパネルにおける

合意)。疼痛が認識されたら、疼痛の評価および管理の知識のある看護師およびその他の医
療従事者は、患者と協力して、患者に合わせた疼痛管理計画を確立することができる (Lynch,
2001)。患者には、疼痛および治療薬の使用に関して正確かつわかりやすい形での相談者およ
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び家族・介護者の指導を盛り込んだ、書面での疼痛管理計画を提供する (AHCPR, 1992; AHCPR,
1994)。学際的チームのメンバー全員の間における、明確かつ簡潔な、継続的なコミュニケー

ションは、疼痛管理に不可欠な要素である (SIGN, 2000)。
最適な疼痛管理を確実に実現および維持するため、転棟、転院などサービス提供が変わっ
た (申し送り) 時点で、疼痛管理の評価を行うこと (AHCPR. 1994)。

付録－疼痛評価
付録B－新生児、乳幼児、および小児向け疼痛評価ツール
付録C－ベースラインの疼痛評価における質問例
付録D－疼痛評価における補完的な質問
付録E－成人向け疼痛評価ツール

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

パートB－疼痛管理
効果的な疼痛管理は、正確な疼痛評価と、非薬理学的および薬理学的治療法の両方を
含むホリスティックアプローチの開発による。効果的な疼痛管理は、患者の目標が医療チー
ムの活動を司る、調整の取れた学際的医療チームアプローチに依存することが知られてい
る。看護師は、学際的医療チームの同僚との協力体制のもとに、患者の経験に応じた適切な
疼痛治療方法を選ぶにあたって重要な役割を果たす。また、看護師は、疼痛管理介入の有効
性を評価し、継続的な鎮痛を保証するための治療計画の変更を提唱する。
疼痛管理において看護師は、実務範囲に応じ自立的な機能と従属的な機能の双方を果た
す。自立的な機能としては、薬理学的原則について確固たる知識を有する場合、看護師は疼
痛の治療で有効性が知られている治療薬を推奨したり、薬理学的治療を補完するものとして
非薬理学的方法を実施したりすることができる。従属的な機能としては、医師と協力して、
患者の特性や疼痛の種類、薬物動態および薬力学に基づいて、有効性が知られている薬理学
的治療法を選択したり、薬理学的方法の効果的な使用において必要な、特定の機能を果た
す。
看護師は、薬理学的疼痛管理において、チームの医師との協力体制のもと、各自の実務
範囲に応じて、効果的な疼痛治療において不可欠な重要な機能を果たす。不可欠な機能とし
ては、疼痛管理の計画の確立、適切な鎮痛薬の選択、鎮痛の最適化、安全性および有効性の
モニタリング、副作用の予測、処置における疼痛の予防、疼痛を患う者およびその家族の教
育、効果的な記録などがある。
本ガイドラインの本セクションは、看護師がこうした機能を果たすにあたっての指針とな
ることを意図しており、さまざまな疼痛に適用できると思われる。この情報は、一般的な最
良の実践の指針であり、特定の種類の疼痛の治療に必要な特定の薬理学的知識に代わるもの
ではない。看護師は、特定の種類の疼痛に関する実質的な推奨事項については、最良の実践
の指針、たとえば急性疼痛ガイドラインや癌性疼痛ガイドラインなどを参照すること。
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疼痛管理計画の策定
推奨 • 19

学際的医療チームのメンバーとの協力体制のもとに、次の各項を考慮に入れ、鎮痛について
の患者および家族の目標と一致した管理計画を策定する。(推奨レベル＝C)
n 評価所見
n 疼痛のベースライン特性
n 疼痛の経験を形作る身体的、心理的、社会文化的要因
n 病因
n 最も効果的な薬理学的および非薬理学的方法
n 管理介入
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n 現在および将来の主要治療計画

推奨 • 20
患者および家族・介護者に書面による治療計画を渡し、意思決定および疼痛管理への積極的
な関与を促す。こうした計画は、評価および再評価の結果に応じて調整されていく。治療計
画に変更があれば、それを記録し、計画の実施に関わる者全員に伝える。(推奨レベル = A)

エビデンスの考察
Agency for Health Care Policy and Research (医療政策研究庁。現在はAgency for Healthcare
Research and Quality) (1994) は、疼痛を患う者とその家族、特に小児の場合はその両親が、
疼痛治療の薬理学的および非薬理学的手法の選択における意思決定プロセスに関与すること
を推奨している。さらに、同庁は、患者に治療計画を書面で渡すことを推奨している。
可能な限り、疼痛管理の薬理学的計画を担当する医師を一人定める。慢性的症状を有する
者は、しばしば複数の内科医の診断を受け、疼痛管理への懸念について誰に相談すべきかわ
からなくなることが多い。看護師およびその他の医療従事者は、その評価および情報を、チ
ームの医師一人にのみ直接伝える。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

患者および家族は、患者の目標の設定、介入のリスク・便益の評価、計画への介入および
アドヒアランスを支援するため、疼痛管理の原則に関する情報および指導を受ける必要があ
る。患者の希望および目標は、チームが現実的に提供することができる範囲内において、ケ
ア計画の策定の原動力となる。ケア計画の記録を、チームメンバー全員がアクセスできる場
所に集中的に保管しておくことが、計画の伝達および評価のために必要である。

I. 薬理学的疼痛管理
適切な鎮痛薬の選択
推奨 • 21

次の各項を考慮に入れて、鎮痛薬の選択を患者に合わせて行うようにする。 (推奨レベル

＝A)
n 疼痛の種類 (急性または慢性、侵害受容性および/または神経障害性)
n 痛みの強さ

鎮痛薬の毒性の可能性 (年齢、腎障害、消化性潰瘍、血小板減少症)
n 
n 患者の全身状態
n 合併症の状況
n 過去あるいは現在の薬剤に対する反応
n 患者および家族の負担
n ケアの環境

推奨 • 22
最も単純な鎮痛薬の投与計画、および最も侵襲性の低い疼痛管理の方法を推奨する。

(推奨レベル＝C)
n 慢性疼痛および回復の始まった急性疼痛には経口経路が望ましい
n 個々の疼痛の状況およびケアの場面に応じて経路を調整する

多くの手術の後には、静脈内投与が望ましい経路であり、通常はボーラス投与および持続
n 
注入を用いる
筋肉内投与は、痛みを伴い確実ではないため、成人でも乳幼児・小児でも推奨されない(
n 

推奨レベル = B)
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推奨 • 23
疼痛の強度に合わせた適切な鎮痛薬を選択する際に推奨される、段階的アプローチを用い
る。(推奨レベル＝B)
慢性の癌性疼痛の治療においてはWHOの除痛ラダー (WHO Analgesic Ladder) が推奨され
n 
る
軽度から中等度の術後痛の薬理学的管理は、アセトアミノフェンまたはNSAIDから開始す
n 
る。ただし、中等度から重度の疼痛は、初回はオピオイド系鎮痛薬で治療すること。

推奨 • 24
54

複雑な疼痛状況については、疼痛管理専門家に相談することを推奨する。そうした状況とし
ては、これに限定されるものではないが、以下のような状況がある。(推奨レベル＝C)
n 標準的治療に反応しない疼痛
n 疼痛の複数の原因がある
n 神経障害性および侵害受容性の疼痛の混在
n 薬物乱用歴

推奨 • 25
アセトアミノフェンまたは非ステロイド性抗炎症薬 (NSAID) は、禁忌でない限り、軽度の疼
痛の治療および特定の種類の疼痛は、鎮痛補助薬を用いられることを認識する。

(推奨レベル = A)

推奨 • 26
鎮痛補助薬は、特定の種類の疼痛の治療における重要な補助である点を認識する。

(推奨レベル = B)
抗けいれん薬や抗うつ薬などの補助薬は、特定の種類の疼痛について独立した鎮痛剤とな
n 
る
高齢者に抗うつ薬や抗けいれん薬を投与する際には、著しい抗コリン作用や鎮静作用の副
n 
作用が起きる可能性があるため、特に注意が必要である

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

推奨 • 27
オピオイドは、禁忌である場合を除き、中等度から重度の疼痛の治療に用いる点を認識し、
次の各項を考慮に入れる。(推奨レベル＝A)
n これまでの鎮痛薬の用量
n 過去のオピオイド使用歴
n 投与頻度
n 投与経路
n 副作用の発症および重症度
n 年齢関連の有害作用の可能性
n 腎機能
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推奨 • 28
重度の疼痛の治療におけるオピオイドの使用においては、次の薬理学的原則を考慮する。

(推奨レベル＝B)
麻薬拮抗性鎮痛薬 (例：ペンタゾシン) は、オピオイドとの併用投与はしない。これは、
n 
この組み合わせが退薬症候を引き起こし、疼痛を増大させる可能性があるためである
高齢者においては、若年者と比べて一般的に鎮痛薬の最大効果作用が大きく作用持続時間
n 
が長いため、より低用量で開始し、増量も緩やかに行うこと (「慎重に漸増」)
新生児および月齢6カ月未満の乳幼児においてオピオイドの使用が必要な場合は、特に注
n 
意を払う。局所麻酔薬を含む薬剤の用量は、新生児の現在の体重または最も適切な体重を
もとに慎重に算出すること。初回用量は推奨最高用量を超えない。

推奨 • 29
メペリジンは、慢性疼痛の治療においては禁忌である点を認識する。

(推奨レベル = A)
メペリジンは、毒性代謝物のノルメペリジンの蓄積により、発作や情動不安が引き起こさ
n 
れる可能性があるため、慢性疼痛の治療には推奨されない
メペリジンは、急性疼痛の状況下において、それ以外は健康体であって、かつモルヒネや
n 
ヒドロモルフォンといった他のオピオイドに異常反応 (すなわち注入部位における局部ヒ
スタミン遊離) またはアレルギー反応を示していない者において、ごく短期間のみ使用し
てもよい
n メペリジンは、腎機能障害を有する患者においては禁忌である

疼痛の評価と管理

エビデンスの考察
鎮痛薬の選択および使用における上記の実質的な推奨は、AHCPRのAcute and Cancer Pain
Guidelines (急性疼痛および癌性疼痛ガイドライン) (1992, 1994) に基づいており、これらの論
文に記述されるエビデンスのレベルと一致するものである。さらなるエビデンスの根拠も検
討されており、これらの推奨を支持している。これらは以下に述べるとおりである。
Jovey (2002) が指摘しているとおり、大半の疼痛は、適切な鎮痛薬を選択し、患者に合わ
せて決めた正しい用量を正しい経路で投与すれば、有効にコントロールすることが可能で
ある。AHCPR (1994) は、無作為化比較試験に基づき、投薬治療は患者に合わせて決めるべ
きであると推奨している。さらに、観察研究を通じて、鎮静薬の選択において、鎮痛の向上
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のための段階的アプローチの採用が有効であることが判明している。エビデンスとしては
WHOの鎮痛ガイドラインに従って治療を受けた場合、患者の80%は疼痛が緩和したことが認
められたことが示唆されている。(McQuay and Moore, 1998)。WHOの除痛ラダーについての記
述は付録Fに示す。
疼痛の管理における重要なステップは、軽度の疼痛の治療に有効な、または特定の種類の
外科処置に重要な補助薬として、簡易な鎮痛薬および投薬から開始することである。メタ分
析からは、NSAIDのみで、単回または複数回で弱オピオイドを単剤または非オピオイド系鎮
痛薬と併用した場合と同程度の鎮痛効果が得られたことが示されている (Eisenberg, Berkey, Carr,
Mosteller, & Chalmers, 1994)。AHCPR(1994)はNSAIDｓの使用に関する一つの無作為化比較試験か

ら、軽度～中等度の疼痛治療に対する少量のオピオイドの効果についてエビデンスを記して
いる。ただし、アセトアミノフェンおよびNSAIDの使用にあたっては、次の禁忌を考慮に入
れること。
24時間あたりのアセトアミノフェン総投与量は、肝毒性の可能性があることから、成人に
n 
おける短期的使用においては4グラムを超えないこと。以下に該当する場合は更なる減量
が推奨される。肝毒性のリスクがある者 (2.6 g/日)、慢性投与の場合 (3.2 g/日) (Jovey, 2002,
p. 52)。

消化性潰瘍疾患や出血性疾患、腎機能の異常および/または低下の既往のある患者、ステ
n 
ロイドおよび抗凝固剤を併用している患者においては、非ステロイド性抗炎症薬を慎重に
投与する
NSAIDには上限 (最大投与量) があり、これを超えないこと (Canadian Pharmacists Association,
n 
2002)。

n 高齢者におけるNSAIDの長期的使用においては、さらなる注意が必要である。

アセトアミノフェンは、小児において選択すべき非オピオイドである (最大用量75mg/
n 
kg/日)

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

系統的審査から、オピオイドは中等度から重度の疼痛の治療における主力薬であり、その
使用は、術後痛の治療および慢性的な癌性疼痛の管理において広く受け入れられていること
が示されている (McQuay & Moore, 1998)。McQuayとMoore (1998) は、オピオイドの間に優劣が
あるということを示す有力なエビデンスはないが、メペリジンには、複数回投与された場合
に、中枢神経系の刺激物である毒性代謝物のノルメペリジンが蓄積し、発作に繋がるという
特定の害はあると指摘している。モルヒネおよび関連化合物については、腎機能障害を有す
る患者において、活性代謝物のモルヒネ6-グルコヌリドが、嘔気、嘔吐、ミオクローヌスと
いった副作用を引き起こす可能性があることも言及されており、そのため投与量の減量また
はオピオイドの変更が必要になる場合もあるとされる (Glare, Walsh & Pippenger, 1990; Hagen et al.,
1991; Portenoy & Kanner, 1996)。疼痛管理の基本的原則は、鎮痛薬の用量を漸増して、望ましく

ない副作用を最小限に抑えながら、目的の鎮痛を達成することである。
オピオイドの選択にあたっては、過去のオピオイド投与経験、疼痛パターン、腎機能、胃
腸機能、認知機能障害の存在、生活様式、既存の薬剤使用などの要素を考慮に入れる (Jovey,
2002)。看護師は、適切な鎮痛薬の選択にあたっては、疼痛の具体的な種類に応じて、特定の

臨床診察ガイドラインを参照すること。
さまざまな種類の非悪性の慢性疼痛に対する最も有効な治療方法については、いまだ議
論が分かれる。もっとも、慢性の非癌性疼痛においては、適切に選択し、かつモニタリング
した患者において、行動療法および認知・行動療法と併用すれば、経口オピオイドを慎重
に漸増しながらの定期的投与の有効性を示す無作為化比較試験も増えている(Add Reference Doris)。Canadian Pain Society (カナダ疼痛学会) (1998) は、慎重に選択した患者で慢性の非癌

性疼痛の管理に対してオピオイドの使用を支持している。1993年、College of Physicians and
Surgeons of Alberta (アルバータ州内科医外科医学会) は、北米の専門認可団体で初めて非悪性
の慢性疼痛におけるオピオイドの使用に関するガイドラインを発行した。その後、Canadian
Medical Association (カナダ医学会) がこれらのガイドラインを採用している。
同様に、米国老年医学会高齢者の慢性疼痛に関する検討会 (1998) は、癌性疼痛、急性疼
痛および術後痛の管理におけるオピオイドの使用を承認しており、これまでにその範囲を広
げて、高齢者のケアにおける非悪性の慢性疼痛も対象に含めている。高齢者ほど有害反応を
経験する可能性が高いが、オピオイドはこの対象においても安全かつ有効に使うことができ
る。「高齢者において副作用特性が高いことが知られている薬剤の大半において、低用量で
開始して漸増する用法がふさわしいといわれる。(AGS, 1998, p. 639)。現実には、副作用をモニ
タリングおよび管理しつつ最適な疼痛緩和を図るためには、大部分の患者の用量決定におい
て頻繁な評価および用量調節を含む慎重な用量漸増が必要となる。
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幼い乳幼児、特に未熟児の場合は、全身性(systemic)のオピオイドの使用に伴って無呼
吸や呼吸抑制を起こしやすい。月齢6カ月以下の乳幼児およびすべての小児において、用量
減量および集中的モニタリングが必要である。オピオイドの開始用量は、1キログラムあ
たりミリグラム用量で算定して、年長児に対する推奨用量の4分の1から3分の1とすること
(AHCPR, 1992)。

糖尿病性神経障害は、慢性の神経障害疼痛の治療における抗けいれん薬や抗うつ薬とい
った補助薬の使用の指針として用いられるモデルであるが、これは大半の無作為化比較試験
がこの対象に対して実施されてきたためである。鎮痛補助薬は、オピオイドの鎮痛効果の増
強、疼痛を悪化させる併発症状の治療、および特定の種類の疼痛に対する独立した鎮痛薬の
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役割として用いられる (AHCPR, 1994)。三環系抗うつ薬などの抗うつ薬は、神経障害性疼痛に
有用であり、その鎮痛効果は通常は比較的低用量で発現する。抗けいれん薬は、電撃痛など
の神経障害性疼痛を有する患者において有用な場合がある (McQuay & Moore, 1997)。鎮痛補助
薬は、神経障害性の原因疾患による慢性疼痛を効果的に緩和できるような用量漸増の技能を
備えた医師が処方すること。

オピオイドによる鎮痛の最適化
推奨 • 30

鎮痛薬の投与は、患者の特性や薬理学的要素 (すなわち作用の持続時間、最大効果、半減
期)、薬剤の投与経路に従って適切なタイミングで行う。(推奨レベル＝B)

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

推奨 • 31
オピオイドは、作用の持続時間に従った一定のタイムスケジュールで、重度の疼痛の持続時
間に関する予測に従って投与すべきである点を認識する。(推奨レベル = A)
重度の疼痛が術後48時間にわたって予測されるときは、当該時間内は定期的投与が必要に
n 
なる場合がある。術後経過の後期には、「疼痛時」を基本とした投与が有効な場合がある
慢性の癌性疼痛の場合、オピオイドは、その作用持続時間に従って、「24時間」ベースで
n 
投与する
n 必要用量が安定しているときは、長時間作用型オピオイドのほうが適切である。

推奨 • 32
次の各項に従い、副作用を最小限に抑えつつ疼痛を緩和する鎮痛用量に達するよう、疼痛の
種類に応じた用量漸増法を原則とする。(推奨レベル＝B)
n 疼痛の原因
n 患者の治療反応
n 臨床症状
n 薬剤の併用
n 開始効果および最大効果
n 鎮痛効果の持続時間
n 年齢

投与薬剤の既知の薬物動態および薬力学。通常、用量は、慢性疼痛を有する患者では速効
n 
性の製剤で24時間おき、徐放性のオピオイド投与患者では48時おきに増量する。例外は経
皮投与のフェンタニルで、これは3日おきに貼りかえる。
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推奨 • 33
次の原則に従い、鎮痛薬の定時投与間に生じた痛み

(突出痛)

を速やかに治療する。

(推奨レベル＝C)
術後における突出痛時鎮痛薬は、定時鎮痛薬投与量や、患者の呼吸数、手術の種類によっ
n 
て異なり、通常はPCAポンプを通してボーラス投与で行う
突出痛時鎮痛薬は、薬剤の最大効果 (po/pr = q1時間、SC/IM = q30分、IV =q 10-15分) に従
n 
って「必要に応じて」患者に投与する
突出痛に対しては、「24時間」の定時薬剤と同じオピオイドを用いるのが最も有効であ
n 
る。
n 慢性痛がある患者には、以下を確保する
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「24時間 (１日) の定時投与の間に発現する痛み (突出痛) に対して、速効型オピオイド
n 
を使えるようにしておく。
持続的な癌性疼痛に対する突出痛時の鎮痛薬の用量は、定時鎮痛薬の1日 (24時間) 総投
n 
与量の10～15%としなければならない
突出痛時の鎮痛薬の用量は24時間定期投与量が増量された時に調整しなければならな
n 
い。
突出痛に対する鎮痛薬 (レスキュー) を1日に2～3回以上投与した場合や鎮痛効果が不十
n 
分である場合は、定時鎮痛薬の１日の投与量を調整する。

推奨 • 34
鎮痛薬の切り換えを行うときは、薬物間の同等性を確保するため、鎮痛薬換算用量表を用い
る。鎮痛薬の切り替えをする際に最も安全な方法は、疼痛の状態が安定している場合であれ
ば、新しい鎮痛薬の用量を半分に減量することである点を認識する。

(推奨レベル = C)

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

推奨 • 35
薬剤を経口摂取できないときは、患者の意向および最も有効かつ最も侵襲的性が低い経路を
考慮に入れて、代替の投与経路を確保しておく。(推奨レベル = C)
経皮投与の適応としては、モルヒネアレルギー、不耐性の嘔気および嘔吐、嚥下困難など
n 
がある
不耐性の嘔気・嘔吐または嚥下不能がある癌患者、または疼痛コントロールで効果の変動
n 
を避けることが必要ながん患者には、オピオイドの皮下持続注入を検討する
特定の代替投与経路を選択する際には、投与薬の費用および送達に必要な技術 (例：疼痛
n 
ポンプ) を考慮に入れる
鎮痛剤の間欠皮下注入には、翼状針の使用を検討する
n 
n 硬膜外アクセスの管理は、適切な資源と専門技能を備えた臨床医が行わなければならない

推奨 • 36
薬物中毒、薬物耐性、薬物依存の相違を認識し、これらが最適な鎮痛の障害にならないよう
に予防する。(推奨レベル = A)

エビデンスの考察
オピオイドを用いた鎮痛を最適化するにあたり、副作用を最小限に抑えつつ有効な鎮痛
を確保するため、看護師は薬物動態および薬力学について正しく理解していなければなら
ない。オピオイドの使用、突出痛時のオピオイド使用、効果を得るまでのオピオイドの漸
増は、鎮痛における看護の重要な機能であり、これはチームの医師との協力のもとに実施す
る。
手術の結果として、または慢性疾患が原因で生じることが予想される疼痛は、事前に予測
し、患者が疼痛を感じずに済むようなスケジュールに従って鎮痛薬を投与する。オピオイド
を、疼痛のある患者またはその家族・介護者が鎮痛薬を「疼痛時に (必要時) 」使用するとい
う方法では、投与が遅れがちになり、疼痛管理が不適切となる期間が生じる (AHCPR, 1994)。
疼痛管理が不適切な期間は、慢性疼痛を有する者にとっては、患者がQOL低下と機能状態の
低下を経験するという悪循環につながる (Ferrell, Whedon & Rollins, 1995)。急性疼痛の不適切な治
療は、患者の術後の回復の遅延や傷害を招いたり、肺や循環系にも及ぶ全身性の交感神経反
応の増悪をもたらしかねない (Watt-Watson et al., 1999)。
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Canadian Pain Society (カナダ疼痛学会) (1998) は、オピオイドを用いたあらゆる種類の疼
痛の治療における主要な原則は、効果が得られるまで、あるいは持続的かつ受け容れ難い副
作用が生じない限りは投与を続けることであると述べている。疼痛管理においては、至適投
与量に到達するために漸増を行う。慢性疼痛を有する人においては、漸増により、オピオイ
ド用量の安定かつ一貫した増量が可能になる。そのため、患者は副作用を最小限に抑えなが
ら、ゆっくりと用量に適応することができる。他の治療方法 (骨転移への放射線療法、慢性
の腰痛における行動療法) によって疼痛の原因疾患を抑えることに成功したときは、漸増し
たときと同様に少しずつ減量しなければならない。
突出痛、または重度急性疼痛の間欠性の発作で刺し込むような持続痛は、急性疼痛、慢性
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の悪性疼痛、および慢性の非悪性疼痛と同時に生じる場合がある (Portnoy & Kanner, 1996)。こ
の現象は、癌性疼痛を有する患者のほぼ3分の2に報告されている。短時間作用型のレスキュ
ードーズにより突出痛の管理すると、オピオイドを慎重に漸増しながら、患者の反応に合せ
て個別的疼痛管理が可能になる。この概念は、初回用量を設定中に痛みが生ずる場合、初回
用量で症状は安定しているが活動の増加とともに痛みが生ずる場合、または初回用量では疼
痛のコントロールができずに痛みが生ずる場合の疼痛の一般的な現象に対処する際に不可欠
である。突出痛時に投与する薬剤の利用により、急性疼痛の発現の速やかな緩和が可能にな
るほか、患者は自身の疼痛をよりよくコントロールできるようになる。
経口投与に耐性が難しい患者に対して、薬剤の代替投与経路を用意することは、最適な
鎮痛を達成するための選択肢が増えることになる。付録Gに、皮下注入のプロトコル例を示
す。
メタ分析と観察研究の双方で、術後の患者においては依存症発現率がきわめて低いこと、
疼痛治療後のこうしたアウトカムがまれであることが指摘されている (Choiniere et al., 1989;
Porter and Jick, 1980)。看護師は、根拠のない判断が自身や学際的医療チームの同僚による最良

の鎮痛実践に影響を及ぼすことがないよう、依存症、耐性、依存の間の差を認識するととも
に、こうした懸念に関して患者や家族を適切に教育できるよう努める必要がある。これらの
用語の定義は、付録Aの用語集に記載する。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

安全性および有効性のモニタリング
推奨 • 37

オピオイドの服用患者で、呼吸抑制のリスクがある者のモニタリングを行う。その際、痛み
のない人がオピオイドを使用したり、痛みのコントロールに必要な用量以上に使用したりす
ると、呼吸の抑制または停止が生じる可能性があるという点を認識する。(推奨レベル = A)
呼吸抑制は、オピオイドの用量を適切に漸増した者については、発生の頻度は低い。慢性
n 
疼痛または癌性疼痛のコントロールのためにオピオイドの投与を一定期間受けている者で
は、この症状が発生することはあまりない。
呼吸抑制のリスクは、オピオイドの静脈内投与または硬膜外投与、急速な用量の増加、ま
n 
たは腎障害があると増大する。
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推奨 • 38
鎮痛薬使用患者については、副作用および毒性についてモニタリングを行う。適切な用量の
漸増の後にも鎮痛が不十分な場合、およびミオクローヌスや精神錯乱など予防薬が効かない
副作用が生じた場合は、オピオイドの変更を推奨する。鎮痛薬を小児および高齢者に投与す
る際は、特に注意する。(推奨レベル = C)

推奨 • 39
定期的に鎮痛薬を使用したとき、および用量、経路、投与のタイミングを変更した後に、鎮
痛薬の効果を評価する。鎮痛が不十分場合には鎮痛薬の変更を提唱 (主張) する。

(推奨レベル = C)

推奨 • 40
疼痛コントロールのために効果のないオピオイドを増量する必要のある患者については、疼
痛管理の専門家への紹介を検討する。神経障害性疼痛など残存している病因その他の疼痛の
原因を評価に含める。(RNAOパネルにおける合意)

疼痛の評価と管理

エビデンスの考察
急性疼痛患者、とりわけ小児患者は、処方されたオピオイドの用量によっては呼吸抑制
のリスクが特に高く、組織の方針に従ってモニタリング下におかなければならない。オピオ
イドの定期投与を受けていれば、オピオイドの呼吸機能抑制作用への耐性は速やかに生じる
が、急速に増量したり、大量に投与した場合には、呼吸抑制が生じる可能性がある。疼痛の
種類別に特定の臨床実践ガイドラインに記載された漸増の原則を用いて、少しずつ漸増する
必要がある。オピオイドの静脈内または硬膜外投与、または急速な増量については、この副
作用を適切に予測および治療することができる、経験豊富な医師が管理しなければならない
(AHCPR, 1992; AHCPR, 1994)。
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投与薬の用量を制限する副作用を経験し、鎮痛が不適切な者については、オピオイドの変
更が必要な可能性がある。オピオイドの変更により、疼痛コントロールを維持しながら毒性
の症状の改善が期待できる患者もいることが調査で示されている。Cherneyら (1995) は、癌
性疼痛科 (Cancer Pain Service) へ紹介され治療を受けた入院患者100例を対象に、症状管理に
おけるオピオイドおよび投与経路の選択についてプロスペクティブ評価を行った。100例中
80例で、調査終了時または死亡するまで薬剤、投与経路、またはその両方の変更が合計182
回あった。薬剤変更の理由は、25%が疼痛コントロールの場面における副作用を減少させる
ためで、17%は疼痛コントロールの改善とオピオイド毒性の減少を同時に実現するためであ
った。44例で、オピオイドの変更が1回以上必要になり、20例では2回以上あった。治療の変
更は、医師が記録した疼痛の強度の改善、ならびに退院した患者における認知障害、妄想、
嘔気・嘔吐、およびミオクローヌスの罹患率の低さと関連していた。
エドモントンでは、de Stoutz, BrueraとSuarez-Almazor (1995) が入院患者191例のカルテの
レトロスペクティブ分析を行った。そのうち、80例は認知障害、妄想、ミオクローヌス、嘔
気・嘔吐、局所毒性、持続的疼痛のためオピオイドのローテーション (切替え) を経験した。
これの主症状は、80例中58例で改善された。
疼痛治療用量調整アルゴリズムを用いた癌患者は、同じ地域に居住し標準的疼痛管理下
で治療された対照群と比較すると、通常の疼痛レベルで統計学的に有意な改善が認められた
(Du Pen et al., 1999)。
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小児および高齢者においては、薬物相互作用がより多く生じるため、注意する。高齢者で
は慎重な用量漸増 (例：少量で始めて、増量間隔を長く取る) が必要であるが、これは糸球体
ろ過量の減少など、年齢に関連した変化のために用量相関の蓄積があるためである (AHCPR,
1992, Doucet et al., 1996)。

小児においては、可能な限り筋内内投与経路は避ける。小児にとっては、注射は痛く怖い
ものである (AHCPR, 1992)。筋肉注射は、小児においてはオピオイドの理想的な投与経路とは
いえない。その理由は、吸収に幅があり、注射部位の数が限られており、究極的には小児が
注射を嫌がるためである。注射への恐怖は、小児が疼痛を報告しようという意思に影響を及
ぼし、それが過少治療の一因となる可能性がある (Eland &Banner, 1992; Wong, 1995)。
オピオイドの投与経路を変更する理由として最も一般的なのは、患者が経口製剤を飲み込
むことができないというものである。悪性の痛みのある人で飲み込みが難しくなるのは、患
者の生命の終わりが近づいているときに生じることが多い。投与経路の選択にあたっては、
投薬を受ける患者が置かれた状況と、個人的な快適さを考慮に入れる必要がある。経皮およ
び皮下投薬の登場により、経腸経路は今ではいささか容認しがたい経路となっている。訪問
看護師が家庭に設置した皮下翼状針を使用することで、家族・介護者による投薬が可能にな
り、訪問介護を減らすとともに、患者と家族の自立性とコントロールが高まる。このシステ
ムにより、患者が家で過ごすことができるようになるケースも多い (RNAOパネルにおける

合意)。
長時間作用型、または継続的放出型 (CR) のオピオイドは、経口、経皮のいずれの形態
であれ、非悪性の慢性疼痛患者には有用である。これにより、患者の注意を治療から機能
の改善へと集中させることができ、仕事や家庭の活動に戻る患者は投薬管理が簡易になる

(RNAOパネルにおける合意)。
突出痛に対して長時間作用型または継続的放出型 (CR) のオピオイドを短時間作用型オピ
オイドと併用することは、大規模な手術後の24時間など急性疼痛には有用である場合があ
る。このような併用投与により、特に短期入院時、これらの患者の用量調節にオピオイドの
血漿中濃度を維持する分と突出痛時投与の分を合わせることが可能になる。疼痛が強くうま
くコントロールされていない場合は、CR製剤は適切でない (Curtis et al., 1999; Sunshine et al.,
1996)。
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オピオイドに多い副作用の予測と予防
推奨 • 41

オピオイド使用患者については、嘔気や嘔吐、便秘、眠気といった多くみられる副作用につ
いてモニタリングを行い、適切な予防治療を施す。(推奨レベル = B)

推奨 • 42
オピオイドの副作用をコントロールすることで投薬処方を遵守できることを患者に助言す
る。(推奨レベル = C)
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推奨 • 43
オピオイドの副作用を強める次の薬剤について考慮に入れて、副作用の考えうるすべての原
因を認識し、治療する。(推奨レベル＝A)
n 鎮静－鎮静薬、精神安定薬、制吐薬
n 起立性低血圧– 降圧薬、三環系抗うつ薬
n 精神錯乱 – フェノチアジン、三環系抗うつ薬、抗ヒスタミン薬、その他抗コリン薬
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嘔気および嘔吐
推奨 • 44
オピオイド使用患者全員を対象に、嘔気および/または嘔吐を評価し、その際特にその症状
と鎮痛薬投与のタイミングとの関連に注意を払う。(推奨レベル = C)

推奨 • 45
オピオイド系鎮痛薬を服用している患者に、制吐薬を「嘔吐、悪心時」、また嘔気・嘔吐が
持続する場合は定時で制吐剤が使用できるようにする。

(推奨レベル = C)
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推奨 • 46
制吐薬は異なる作用機序を有しており、正しい制吐薬の選択はこの症状の原因の理解に基づ
くものである点を認識する。

(推奨レベル = C)

推奨 • 47
嘔気・嘔吐の状態を確認するため、制吐薬の効果について定期的に評価し、適切な治療にも
関わらず症状が持続する場合は、より精密な検査を提唱する。(推奨レベル = C)

推奨 • 48
嘔気・嘔吐がオピオイドに関連していることが確実になり、適切な用量の制吐薬でも改善し
ない場合は、別の制吐薬への切り換えについて医師に相談する。(推奨レベル = C)
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便秘

推奨 • 49
便秘の処置として、禁忌でない限り適切な予防策を講じ、副作用について常にモニタリング
する。
オピオイドの定時投与を受ける患者においては、予防策として緩下剤を処方し、目指す効
n 
果を得るまで増量する (推奨レベル = B)
浸透圧制緩下剤は便を軟化させ、蠕動を促進するほか、薬の増量にうまく対処できない者
n 
においては効果的な代替薬となる場合がある (推奨レベル = B)
刺激性緩下剤は、宿便があるときは禁忌となる場合がある。経口刺激剤を再開する前に、
n 
宿便を取り除くため浣腸と坐薬が必要になる場合がある (推奨レベル = C)
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推奨 • 50
患者の状況 (重度の疾患を有する者では忍容できない場合がある) および意向を認識しなが
ら、腸の蠕動運動を高めるような食事療法について個々に助言を行う。

(推奨レベル = C)

推奨 • 51
不耐性の便秘に伴って腹痛および/または嘔吐を呈する者は、至急医師を紹介する。

(推奨レベル = C)

眠気・鎮静

推奨 • 52

一過性の鎮静は頻繁に認められ症状であることを認識し、患者および家族・介護者には、オ
ピオイドを開始し、その後増量に伴い、眠気は一般的にみられる症状であることを説明す
る。(推奨レベル = C)
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推奨 • 53
72時間を超えて継続する眠気について、その根本原因を探るため評価を行い、眠気を伴う精
神錯乱または妄想については医師に報告する。

(推奨レベル = C)

エビデンスの考察
看護師は、オピオイドの投与に関連して多くみられる嘔気や嘔吐、便秘、眠気などの、
患者のQOLに重大な影響を及ぼしかねない副作用の予防において重要な役割を担う。オピ
オイドの副作用はアドヒアランスの障害となりかねず、患者にとっては疼痛よりも苦痛であ
る場合もある。看護師は、快適さの向上をはかるため、オピオイドに多い副作用、とりわけ
嘔気や嘔吐、便秘などを予測し治療しなければならない (AHCPR, 1994; Lipman, Jackson & Tyler,
2000)。 看護師による予測と教育は、投薬処方へのアドヒアランスの確保に役立つであろう
(SIGN, 2000)。

嘔気および嘔吐は、多くみられる苦痛な副作用であり、このために患者が治療を放棄する
結果になる場合がある。多くの患者では治療開始後5～10日以内に耐性が形成され、制吐薬
は減量または中止することができる。オピオイドに伴う嘔気および嘔吐に対しては、第一選
択薬として推奨される薬剤は多数あり、その1つにハロペリドールなどがある (Librach, 1997)
が、無作為化臨床試験で検討されたものはほとんどない。化学療法関連の嘔気および嘔吐に
関する研究はかなり行われているが、その他の種類の嘔気におけるエビデンスは、主として
記述的または症例研究となっている (Herndon, Jackson & Hallin, 2002; Lipman, Jackson & Tyler, 2000)。
便秘は、痛くて苦痛なオピオイド治療の副作用であり、これについて耐性は形成されな
い。オピオイドを開始するときは、患者の通常の排便習慣および現在の状況をもとに便秘治
療に関する評価も始めなければならない。術直後または終末期で便秘が苦痛でないときは例
外とする場合もある。
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処置に伴う疼痛の予測および予防
推奨 • 54

医学的検査、包帯交換などの処置中に起こりうる疼痛について予測し、予防するために薬理
的および非薬理的なオプションを併用する。

(推奨レベル = C)

推奨 • 55
痛みを伴う処置における薬理学的管理は、鎮痛薬および/または局所麻酔薬が基本であるこ
とを認識する。抗不安薬および鎮静薬は痛みに関連した不安の軽減に使用する。抗不安薬お
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よび鎮静薬を単独で使用すると、疼痛は緩和せず行動反応を鈍くする。(推奨レベル = C)

推奨 • 56
意識下鎮静を行うときは、熟練した監督および適切なモニタリング手続を確実に施す。

(推奨レベル = C)

エビデンスの考察
疼痛に関する管理処置についてAHCPR (1994) のガイドラインを検討すると、処置におけ
る疼痛の管理について入手できるデータの多くが小児癌患者における試験からのものであ
り、非薬理学的管理については触れられていない点が指摘されている。
臨床診療では、ある処置について予測される疼痛に対する患者の感情的反応は、その後の
処置についても継続するというのが一般的に認められる見解である。繰り返し行う予定の処
置については、最初の処置の痛みや不安に対して最大限に治療しその後の処置前の不安を最
小限に抑えるようにする (RNAOパネルにおける合意)。
多くのケースにおいて、疼痛の治療に必要な方策は、それ自体が疼痛を引き起こす外科的
および非外科的な処置を伴う。ただし、侵害刺激を繰り返すことで、脱感作および神経系に
おける変化が引き起こされ、それがそのまま常態化する場合がある (Basbaum & Jessell, 2000)。
こうした処置が疼痛を引き起こす機序は、その他の疼痛の原因 (新生児のheel lancing、皮膚
その他の組織の切開を伴う外科的処置、病理組織の切除、切開、デブリードマン) の場合と
同様であり、いずれも侵害受容性疼痛を引き起こす組織損傷につながりうるものである。処
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置によっては、その結果医原性の神経損傷が生じる場合もある。高齢の患者の多くは、疼痛
を訴えないことが多いが、これは痛みを伴う診断のための処置 (検査) を恐れるためである。
医原性疼痛と他の種類の疼痛の主な違いは、処置に伴う痛みは予期され、計画的にタイムリ
ーな方法で痛みに対処する良い機会があるという点である。
Puntillo (1994) は、ICUで胸腔チューブを抜去した心血管系疾患の患者においては、処置
における疼痛は中等度から重度であったことを明らかにした (n=35)。疼痛の評価は鎮痛治療
の有無と関連性はなく、ほぼ75%は処置前の1時間のうちに鎮痛薬の投与を受けていなかっ
た。
癌患者、とりわけ終末期にある患者においては、患者が耐えなければならない苦痛と期待
される処置のメリットを比較検討することが重要である。CTスキャンのために固い台の上
に横たわるという不快感でさえも検討対象に入れるべきである。
AHCPR (1994) では、痛い処置に伴う疼痛の管理に関する計画では、次の疑問に対応するこ
とを提案している。
n この処置は行われるのはなぜか
n 予測される疼痛の強度はどれくらいか
n 予測される疼痛の持続時間はどれくらいか
n 予測される不安の程度はどれくらいか
n 予測される不安の持続時間はどれくらいか
n 成人は、自分自身でどのような反応をすると予想しているか
n 患者および家族にとってこの処置が意味するものとは何か
n 小児については、親は自分の子供がどのように反応すると考えるか

AHCPR (1994) ではさらに、患者のニーズおよび実施される処置の種類によって、処置に
伴う疼痛の管理についての薬理学的アプローチが決まると主張している。小児および高齢者
には特別なニーズがあることから、この特別な層における医師の専門技術および経験が、ア
ウトカムの成功の鍵となる。
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患者および家族の教育
推奨 • 57

患者およびその家族・介護者に対して、患者の疼痛およびその治療に用いられる方策に関す
る情報を提供し、その際、俗説の訂正と、副作用の予防・治療方法に特に焦点をあてる。(

推奨レベル = A)

推奨 • 58
緩和されない疼痛、痛みの変化、新しい疼痛の原因または種類、鎮痛薬の副作用について、
速やかに報告することの重要性を患者に理解させるよう努める。
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(推奨レベル = C)

推奨 • 59
薬理学的疼痛管理法の最適な使用の妨げとなりうる思い込みを減らすため、依存症、耐性、
身体的依存の違いを明確にする。(推奨レベル = A)
依存症 (精神依存) は、身体的依存でも耐性でもなく、慢性疼痛のためにオピオイドを使
n 
用している患者には滅多にみられない
オピオイドを疼痛管理のために慢性的に使用している者は、耐性の徴候を示して増量を要
n 
する場合がある。もっとも、耐性は通常は問題にはならず、何年も同じ用量の投与を受け
ることもある
オピオイドの長期使用の後、投与の必要がなくなった者については、身体的依存を原因と
n 
する離脱症状を防ぐため、数週間かけて減量をする必要がある

エビデンスの考察
無作為化比較試験から、適格な専門家が書面と口頭資料の双方を用いて患者および家族
を教育すると、疼痛に関する知識が向上し、耐性や依存症に関する懸念が減少することが
示されている (SIGN, 2000)。Hill、BirdとJohnson (2001) は、無作為化比較試験を実施して、
患者教育がリウマチ性関節炎の薬物治療へのアドヒアランスにもたらす効果について検討し
た。Rhimerら (AHCPR, 1994で引用) は、無作為化臨床試験において、患者・家族教育が患者の
疼痛管理についての知識を向上させただけでなく、疼痛緩和の改善にもつながったことを示
している。
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疼痛治療にオピオイドを用いる患者においては、既知の薬物乱用者を除き、依存症または
身体的依存はきわめてまれである。依存症は、急性治療現場で治療を受ける患者においては
一般的でない (＜0.1%) (Friedman, 1990)。慢性の非癌性疼痛を有する患者を対象とした8件の対
照試験では、薬物乱用者を除き依存症的行動は明らかでなかった (Portenoy, 1996)。癌性疼痛に
ついては、短期および長期的なフォローアップを行った試験が多数あり、依存症のエビデン
スはない。

効果的な記録
推奨 • 60

すべての薬理学的介入を、鎮痛薬の疼痛緩和効果を明確にする、系統的疼痛記録に記録す
る。この記録は、鎮痛薬の漸増に関する学際的医療チームの同僚との連絡に用いる。疼痛の
日付、時刻、重症度、部位および種類をすべて記録する。(推奨レベル = C)

推奨 • 61
家庭用としては、患者および家族に鎮痛薬の効果を記録する簡易な方法を提示する。

(推奨レベル = C)

エビデンスの考察
薬理学的介入の記録は、ケアの場面の方針および処置に従う。診療およびケアの場面に即
した疼痛モニタリング用ツールを用いること。多数の観察研究から、通常の診療の一部とし
て用いる疼痛チャートにより、疼痛ケアの質が向上することが示されている(Add references –
Doris?){426}。疼痛チャートの内容は、その様式よりも重要であり、部位、疼痛の強度、鎮痛

の程度、鎮静などの副作用、呼吸数、一般的な副作用 (慢性疼痛を有する患者は、通常は呼
吸数と鎮静の常時モニタリングは不要) などの情報を含める。疼痛のレベルを図示すること
で、疼痛管理介入の有効性の客観的な測定基準となり、チームメンバー間のコミュニケーシ
ョン手段となる。患者および家族を、投与薬の使用および反応についてモニタリングするよ
う力づけることは、患者および家族がさまざまな場面で疼痛管理に積極的に参加する機会を
もたらす。記録ツール例は付録Eに示す。
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II. 非薬理学的疼痛管理
推奨 • 62

薬理学的方法と非薬理学的方法を組み合わせて、効果的な疼痛管理を実現する。

(推奨レベル = C)
非薬理学的な治療方法は、適切な薬理学的管理の代替として使われるべきものではない
n 
非薬理学的な治療方法の選択は、患者の意向や治療目的に基づいて行う
n 
実施前に非薬理学的手法に関して禁忌となり得るすべての可能性を検討する
n 

推奨 • 63
74

特定の種類の疼痛への有効性が知られている特定の方策、たとえば表面の温冷罨法、マッ
サージ、リラクゼーション、イメージ療法、圧・振動療法などを、禁忌のない限り実施す
る。(推奨レベル = C)

推奨 • 64
患者および家族の闘病の手助けとなる心理社会的介入を治療過程の早期に実施する。

(推奨レベル = B)

推奨 • 65
心理教育的介入を疼痛治療の全体的計画の一部として実施する。(推奨レベル = A)

推奨 • 66
認知行動療法に学際的なリハビリテーションアプローチを組み合わせることが、非悪性の慢
性疼痛の治療における重要な戦略であることを認識する。(推奨レベル = A)
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エビデンスの考察
疼痛管理のための非薬理学的方法に関する研究は大多数が準実験的または観察的なもので
ある。付録Hに、いくつかの非薬理学的な疼痛コントロール方法の手続を例示する。
骨髄移植を受け、移植に伴う急性疼痛および口腔粘膜炎を発症した患者を対象に、催眠と
認知行動的療法との併用を検討した無作為化試験がいくつかある。催眠と認知行動療法は、
疼痛のアウトカムにおける改善を示している (Agency for Healthcare Research and Quality, 2001)。
さらに、新生児での処置における疼痛に対するリラクゼーションおよびショ糖の使用に
関する体系的な検討もなされており、ここでは疼痛アウトカムに有意な改善が示されている
(Stevens, Yamada & Ohisson, 2001)。腰痛治療におけるマッサージの使用に関する多数の試験で、

この治療の使用の有効性が示されている。
心理教育的戦略は、DevineとWestlake (1995) によるメタ分析において検討されている。
この分析では、心理教育的技法の使用による疼痛アウトカムにおける有意差が報告されてい
る。さらに、Morley、EccelstonとWilliams (1999) が実施した、頭痛を除く成人における慢性
疼痛に対する認知行動療法に関するメタ分析では、疼痛および闘病における改善が示されて
いる。

付録－疼痛管理
付録F－段階的除痛ラダー
付録G－皮下注入プロトコル例
付録H－非薬理学的疼痛コントロール手法
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教育に関する推奨
推奨 • 67
実践レベルに到達した看護師は、疼痛および評価の原則に関する知識が必要とされる。

(推奨レベル = C)
看護師の実践準備プログラムの内容は、International Association for the Study of Pain
Nursing Curriculum (国際疼痛学会の看護プログラム) (IASP, 1993) に準拠し、疼痛管理理論の
理解と臨床能力を問うものでなければならない。疼痛管理に使える戦略を使用しないことの
倫理的および法的な意味合いを強調する必要がある。患者および家族の擁護において、患者
76

のニーズを満たし、対立および倫理的ジレンマを解消するための効果的なコミュニケーショ
ン戦略も含めなければならない (Ferrell, Whedon & Rollins, 1995)。

推奨 • 68
疼痛評価および管理の原則を、オリエンテーションプログラムに含めるとともに、組織内に
おける専門能力開発の機会を通じて知ることができるようにする必要がある。

(推奨レベル = C)
新人看護スタッフ向けのオリエンテーションには、基本的な疼痛管理の原則、ならびに
評価および管理技能の能力の説明が必ず含まれていなければならない。

疼痛に関する臨床

症例発表会または検討会を優先すること。こうした教育プログラムは、新たな知識、技法、
技術などを取り入れるべく継続的かつ定期的に更新されなければならない (Ferrell, Whedon &
Rollins, 1995)。

推奨 • 69
教育プログラムは、新たな実践が支持されるよう図るため、疼痛評価および管理についての
看護師の知識、技能、態度および信念の変化を促すように構成されている必要がある。

(推奨レベル = C)
知識および技能のみに焦点をあてて、態度や信念を検討しない教育プログラムは、長期
的な実践の変化をもたらさない。実践上の変化を支持する新たなエビデンスを取り入れる教
育上の戦略としては、勉強会、インタラクティブなワークショップ、会議などがある。さら
に、臨床的指導者のサポートを受けた反省的な実践も、態度や信念、実践上の行動を検討す
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るのに有効な戦略である。この種の臨床的サポートは、医師にとって、実践上望まれる変化
が、自分の患者および自分自身のケアへのアプローチにどのような利益をもたらすかを検討
する機会にもなる。

推奨 • 70
教育プログラムは、看護師が疼痛評価および管理における効果的な実践を実際に示す機会を
提供する必要があり、また実践のサポートに必要なリソース (例：実践上の変更、注意喚起
システム、障害の除去など) についても扱わなければならない。(推奨レベル = C)
組織内における正式な指導および研修の機会は、臨床実践の場における看護師の継続的な
教育に役立つ。こうしたプログラムは、インタラクティブな学習および支援環境における新
たな技能の実践の機会にもなる。さらに、行動変化の推奨事項を周知するための積極的な戦
略の役割も果たす。臨床看護実践グループ・委員会は、臨床主導で主体的なものであり、こ
れも教育上のニーズを特定してその実践に求められた支援組織として有効な方法かもしれな
い。

推奨 • 71
教育的戦略の計画にあたっては、ガイドラインの推奨事項の周知および実施のための最も効
果的な方法を検討する。こうした方法の一例としては次のようなものがある。

(推奨レベル＝A)
実施戦略の指針としての行動変化モデルの使用
n 
n 臨床面での変化に影響を及ぼす戦略を組み合わせての使用

組織環境の影響を考慮に入れた実施戦略の作成
n 
ガイドラインの実施に関して行われた研究、およびこれまでのガイドラインの開発委員 (
パネル) の経験から、最良の実践の採用を確実に図るためには、教育のみでは十分でないこ
とは明白である。臨床実践ガイドラインの採用の成功は、多数の要因に依存するものであ
り、最も効果的な周知および実施の方法を重要視する必要がある。その後、経験的証拠に基
づいて本推奨が提示される。これは最良の実践ガイドライン「Assessment and Management
of Pain (疼痛の評価と管理) 」の実施プロセスの指針として用いる。
n 実践方法の指針としての

行動変化モデルの使用
社会科学および教育に関する研究において、行動変化に繋がる要因が検討されている。こ
の研究の所見から、診療上の変化に影響をもたらす戦略の策定の指針とする枠組みとして行
動変化モデルを使うことの重要性が示唆されている。臨床実践ガイドラインの採用に影響を
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及ぼすものとして提案されている行動変化モデルを表1にまとめる (Grol, 1997)。一般的に用い
られている行動変化モデルのひとつ、PRECEDEと呼ばれる枠組みにおいては、変化の検討
のきっかけを誘発または準備する活動を利用し、次に変化への意欲を起こし、促す戦略を可
能にし、最後に変化を維持する活動を強化することが提唱されている (Lomas, 1991)。

表1

モデル

変化の促進因子

疫学

疫学的科学的根拠、エビデンスに基づいたガイドライン

マーケティング

特定されたニーズが満たされ、さまざまな経路を通じて幅広く宣伝されている

行動

実績評価、フィードバック、催促、インセンティブ、または処罰

社会的相互作用

重要人物、オピニオンリーダー、教育的有力者、アウトリーチ訪問の影響

組織

コミュニケーション、サポート、構造、ネットワーク

強制

法律、規制、許可と認定、予算と契約

教育
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専門能力および継続的な専門教育への意欲

n 臨床実践の変化に影響を及ぼす戦略を組み合わせて使用

研究により、多数の単一介入あるいは併用で効果がある場合もあるものの、あらゆる場
面で効果がある介入というものはないことが示されている。従来の講義形式での継続的教育
は、戦略を実行または強化しないとほとんど効果がない。有効であることがわかっている単
一のメカニズムによる変化戦略としては、催促や患者が介在する介入、アウトリーチ訪問、
オピニオンリーダー、多面的活動などがある (Davis et al., 1995)。付録Iに記載する、RNAOの
「Toolkit: Implementation of clinical practice guidelines (ツールキット：臨床実践ガイドライン
の実施) 」 (2002) で、各種の実施戦略の有効性に関するエビデンスについての詳細な議論が
なされている。
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n 組織環境の影響を考慮に入れた実施戦略の作成

ガイドライン実施に先立ち、構造やプロセス、アウトカムが生まれる文脈を理解し、変化
のプロセスへの障害を特定し、特定された障害があればそれに対して介入を繋ぐ計画を作成
するため、分析を行うことが推奨される (NHS Centre for Reviews and Dissemination, 1999)。「ツー
ルキット：臨床実践ガイドラインの実施」 (2002) では、「環境面の準備」の評価に関する章
があり、この評価の結果および分析所見により、個々の診療場面に適切な教育的アプローチ
の開発および実施が促進されると思われる。

組織、政策に関する推奨
疼痛管理は概ね成功するが、緩和されないまま痛みが残る問題が多くの患者に認められ
る。一流の学会やコンセンサスパネル (例：AHCPR) からガイドライン・基準が発表され、
広く流通してはいるが、疼痛管理は問題をはらんだままである。患者には、可能な限り最善
の鎮痛治療を受ける権利があり (Watt-Watson et al., 1999)、組織にはこのアウトカムを促す支援
を確立する責任がある。次のセクションでは、Ferrell、WhedonおよびRollins (1995) より、
疼痛管理の実践を変えるために不可欠な基本的支援構成の概要を説明する。

推奨 • 72
看護規制機関 (Nursing regulatory bodies) は、疼痛管理の説明責任に関する基準がStandards of
Nursing Practice (看護実践基準) に盛り込まれることを保証する必要がある。(推奨レベル = C)
規制機関は、看護実践の基準に、疼痛管理についての説明責任に関する基準が採用されて
いるよう確認する必要がある。すべての看護師に対して、登録試験では、登録資格の構成要
素として、疼痛関連の設問を含めること。実践を始める際の要件として疼痛に関する知識を
要求することで、疼痛管理についての説明責任が促される。
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推奨 • 73
医療機関は、疼痛評価および管理についての標準化されたアプローチを支持および強化する
ための文書記録システムを整備していなければならない。

(推奨レベル = C)
疼痛のある患者が検査する際の入院書類は、すべての医療機関において求められる。疼
痛、副作用、および不十分な鎮痛の管理において推奨される介入を特定しやすくするため
に、プロトコル・フローシートなどを含む文書記録システムが利用できるようになっていな
ければならない。
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推奨 • 74
医療機関は、患者および家族・介護者が、適切な疼痛緩和の実現に関与するにあたって利用
しうる教育資源を有していなければならない。

(推奨レベル = C)
患者および家族は、疼痛についてどのように伝えるか、どのような治療の選択肢が利用し
うるか、可能な限り最善の鎮痛を得る権利を有するということを知るために支援を必要とす
る。組織は、患者・家族教育を促進するため、疼痛に関する情報のパンフレットを作成し、
あらゆるホスピス、診療室、治療エリア等にこれを提供すること。

推奨 • 75
政策は、満足のいく鎮痛が優先されるというスタッフの期待を明確に支持または目指すもの
でなければならない。(推奨レベル = C)
疼痛評価および管理に関する認定ガイドラインは、すべてのスタッフに伝えられている
こと。疼痛評価および管理に関する組織の基準・方針 (ポンプ、注入) はわかりやすく記述
され、臨床現場でも明確に理解されるものでなければならない。学際的な質改善委員会を通
した継続的なモニタリングおよび患者の調査が不可欠である。適切な処方または有効な疼痛
治療薬の指示、または適切な処方をするための方針および手続を組織内で作成されているこ
と。
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推奨 • 76
医療機関は、疼痛ケアに対する学際的医療チームアプローチの支持を表明する必要があ
る。(推奨レベル = C)
組織のビジョンまたは綱領、および患者の「権利章典」では、細心の鎮痛治療の公約を反
映されていること。スタッフによる細心の鎮痛治療への取り組みを医療機関が承認している
ことが患者に知らされていること。支援システムを分析するため、継続的な改善を図るプロ
ジェクトチームが必要である。施設は、適切な鎮痛に関する専門家ネットワークまたは組織
(カナダ疼痛学会、Canadian Palliative Care Society［カナダ緩和ケア協会］など) と繋がって
いること。研究については、効果的な疼痛評価および管理戦略を決定するため、看護学と学
際的医療チームの双方が継続的に行われなければならない。

推奨 • 77
医療機関は、患者、家族・介護者、スタッフが、疼痛管理の専門家へのアクセスなど、効果
的な疼痛評価および管理を提供するためのリソースを利用できるよう確保しなければならな
い。(推奨レベル = C)
適切な疼痛管理を支援する資源としては、適切な資料、財政、および人的資源がある。疼
痛評価および管理における臨床専門家を使えるようになっていることが、疼痛ケアの不可欠
な要素である。組織は、助言が必要なときに臨床の専門知識へのアクセスが得られるような
紹介プロセスを備えていなければならない。こうした資源が、一連のケア全体にわたって利
用可能でなければならない。

推奨 • 78
医療機関は、疼痛ケアに対する学際的医療チームアプローチの支持を表明する必要があ
る。(推奨レベル = C)
疼痛とは複雑かつ多次元な問題である (Melzack &Wall, 1996)。したがって、効果的な管理に
は、あらゆる医療分野が関わるさまざまな戦略が求められ、領域横断的アプローチが不可欠
である。医療従事者は、疼痛患者を助けるための協働において、各自の専門知識を活用する
必要がある。疼痛緩和を達成するためのアプローチを確保するためには、疼痛管理分野にお
ける医療従事者による最良の実践を支持する臨床実践ガイドラインが肝要となる。
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推奨 • 79
医療機関は、一連のケア全体における疼痛管理の質をモニタリングするための質改善システ
ムを整備していなければならない。(推奨レベル = C)
組織は、監査などの継続的な質改善プロセスを通して、最良の実践ガイドラインの実施、
および継続的な質改善の優先を確実に図らなければならない。
「継続的質管理 (Continuous Quality Improvement) 」は、鎮痛に対する組織化された関与
を構築するために重要な要素である。診療上の変化、ならびに疼痛評価および管理における
パフォーマンスの継続的な改善を促すことがひとつの戦略である。疼痛管理における「継続
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的な質管理」のシステムとメカニズムが、地域サービス、病院、および長期的ケアなどを含
めた、あらゆるケアの仕組みの全体を通じて確立されることが推奨される。
American Pain Society (米国疼痛学会) (1995) は、急性疼痛および癌性疼痛の治療を改善す
る質改善活動においては、次の5つの主要要素を含めることを推奨している。
n 緩和されていない疼痛については、臨床医の注意を引くよう警告を促す
n オーダーを書く場所に利用可能な鎮痛剤についてインフォーメーションをする
n 患者に対して、迅速に対応する鎮痛ケアを約束し、疼痛について伝えるよう促す
n 最新の鎮痛技術を使用するための方針および保障措置を実施する
n これらの措置の実施を調整および評価する

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

推奨 • 80
最良の看護実践に関するガイドラインは、適切な計画、資源、組織的および事務的サポー
ト、さらには適切な円滑化があって初めて成功しうる。組織は、以下を含む実施計画の作成
することが望ましい。
n 組織的な準備状態および教育への障害の評価

実施プロセスに関わる予定のメンバー全員の参与 (直接的または間接的な支援機能)
n 
教育および実施プロセスに必要な支援を提供する適格な人物の献身
n 
最良実践の重要性を強める議論および教育の継続的機会
n 
ガイドラインの実施に関わる個人的および組織的な経験について振り返る機会
n 
この点について、RNAOは

(看護師、研究者および管理者からなるパネルを通じて)

「ツー

ルキット：臨床実践ガイドラインの実施」 を利用可能なエビデンス、理論的見解および
コンセンサスに基づいて作成した。同ツールキットは、RNAOの 「疼痛の評価と管理」に

ついての最良の看護実践に関するガイドラインの実施の指針とすることが推奨される。
(推奨レベル = C)

ツールキットについての説明は付録Iを参照のこと。
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評価とモニタリング
疼痛ケアの質を評価およびモニタリングすることは、Donabedian

(1988) が概

念化した構造、プロセス、アウトカムという質の3分野のうち、測定の目的によりひとつま
たはすべての要素に焦点をあてることになる。

ケアの構造
構造を評価するデータには、医療従事者および組織の特性、例えば専門分野、訓練、教
育、施設の種類や所有者などといった要素が含まれる (Brennan et al., 1991)。疼痛ケアの構造の
評価には、次のようなケア指標の構造の検討が含まれる場合がある。
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n 疼痛の専門家とされる医師および/または看護師の利用可能性およびアクセス
n 疼痛評価におけるスタッフの資格および教育

標準的な疼痛評価のツールや日々の疼痛モニタリング、体温表における5番目のバイタル
n 
サインとして疼痛を採用することなど、疼痛評価および管理に関する方針および手続を含
む沈痛に関する組織的な関わり

ケアのプロセス
プロセスデータでは、医療従事者が患者に行った活動、たとえば実施される検査、処方
される投与薬、アセスメントなどが記録される。プロセスデータは、測定された属性上の差
異がアウトカム上の差異に繋がることが実証されれば、信頼できると考えられる (Baker, et al.,
1998)。プロセスの測定尺度は、アウトカムを改善するように変化できる要因を比較する際に

最も有用である。ケアのプロセスと患者のアウトカムの関連は実証的に確立されるべきであ
る (Brennan, et al., 1991)。ケアのプロセスを測定することにより、医療従事者がケアの質を改善
できるような形で方向性が与えられる。ケアのプロセスの評価およびモニタリングはあらゆ
る種類の疼痛において重要であるが、この分野における研究の大部分は癌性疼痛の分野で行
われている。次の議論では、この重点が反映されている。
癌性疼痛の評価基準は、癌性疼痛の評価の質の評価およびモニタリングの基準を確立する
試みにおいて作成された。米国において米国疼痛学会が作成した基準 (APS, 1995) および米国
医療政策研究庁 (Agency for Health Care Policy and Research) が作成した基準 (AHCPR. 1994) が、
癌性疼痛治療の説明責任の向上、および医療制度全体を通しての疼痛管理における制度全体
での変化を促進するために、質の指標として多数の組織において実施されている (Bookbinder
et al., 1996; Weisman, Griffie, Muchka & Matson, 2000)。カナダにおいては、癌性疼痛の評価の基準

は、認定基準の一部としてつい最近導入されたばかりである。カナダの認定基準では、病院
に対して、疼痛管理の有効性に関する継続的な評価がCCHSA評価において期待される要素で
あることが明確に指示されている (CCHSA, 1995)。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

基準作成プロセスの一環として、癌性疼痛の管理の質を評価するために、目標の指標が多
数作成されている。こうした指標は、標準的な疼痛の記録および評価など、適切な疼痛管理
を支えるために施行されるべき質の高いケアのプロセス要素の基準となる (APS, 1995)。さら
に、質の高い実証的エビデンスに基づいた、これらの基準から発展した臨床実践ガイドライ
ンからは、観察されるケアのパターンを癌性疼痛の管理の適切さの面から評価する際に必要
な基準が得られる場合もある (AHCPR, 1994)。
本書のような臨床実践ガイドラインに記された、癌性疼痛の管理に関するエビデンスに
基づいたプロセスは、癌治療の重要なプロセスが確実に実施されるようにするための評価お
よびモニタリングに必要な明示的な指標となる可能性がある。癌性疼痛の管理に関する臨床
実践ガイドラインは、癌性疼痛の管理の質を向上させるフィードバック機構として用いられ
てきており (Bookbinder, et al., 1996; Hiragi & Nozaki-Taguchi, 2001)、臨床資料ガイドラインにまとめ
られた疼痛の評価および管理の戦略は、患者の疼痛アウトカムおよび患者が報告する満足度
に有益な影響をもたらすことがわかっている (Bach, 1995; Bookbinder, et al., 1996; Campese, 1996;
Comley & Demeyer, 2001; Hiraga & Nozaki-Taguchi, 2001)。

近年実施された無作為化比較試験において、AHCPRの基準に基づいた重層的な疼痛治療
アルゴリズムの実施後に、疼痛の強度において統計学的に有意な減少が示された (DuPen et al.,
1999)。多数の観察研究においても、適切な疼痛治療を促進する臨床実践ガイドラインの、疼

痛治療の適切さおよび患者の報告する鎮痛レベルに対する有益な影響が示されている (Comley
& Demeyer, 2001; Hiraga & Nozaki-Taguchi, 2001)。ComleyとDemeyer (2001) は、カルテの審査を実

施し、適切な疼痛治療、および臨床実践ガイドラインの実施が患者の疼痛に関する満足度に
もたらす影響に関して、医療従事者の診療を評価した。疼痛強度の評定、患者の自己報告に
よる鎮痛の評価、および患者の満足度を用いて、臨床実践ガイドラインの実施前後における
疼痛治療の適切さが検討された。同試験の所見では統計学的有意性は認められなかったもの
の、鎮痛の向上および鎮痛薬の待ち時間の短縮が患者により報告された。RischerとChildress
(1996) も、臨床実践ガイドラインの実施に伴う、メペリジンの適切な使用および定期的に投
与されるオピオイドの処方における改善を報告している。
本ガイドラインにおける実態に即した記述は、ケアの指標のプロセスの作成にも使うこと
が可能である。疼痛ケアの質の評価および管理に有用なケアの指標のプロセスの例を以下に
挙げる：
n 疼痛リスクのある患者が疼痛に関して検査を受けている

疼痛の報告者について看護師がベースライン評価を完了し慢性疼痛を有する患者につい
n 
て、看護師が包括的な疼痛評価を完了している
n 疼痛評価において基準化されたツールが使用されている
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n 看護師が疼痛管理計画を記録する
n 緩和されていない疼痛患者が疼痛専門家に紹介された

小児および認知障害者について、看護師が行動面の測定基準を記録している
n 
疼痛介入の効果を看護師が記録している
n 
報告された疼痛の程度に応じた鎮痛薬が処方されている
n 
適切な薬剤の処方を含む、オピオイドに関連した有害作用の管理計画が実行されている。
n 
鎮痛薬の処方などといった治療の適切さを評価することは、より複雑で、かつ固有の臨床
的測定尺度の使用が必要になる場合がある。そのような尺度は、WHOが制定した癌性疼痛
の管理の原則 (1986) に従い、疼痛の種類と重症度を関連づけることで、適切な鎮痛が図れる
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ように開発されている。文献においては、癌性疼痛の知慮の適切さを評価する測定尺度とし
て、Pain Intensity Scale (疼痛強度尺度)、Pain Relief Scale (鎮痛尺度)、Pain Management Index
(疼痛管理指標)、Patient Satisfaction Scale (患者満足度尺度) の4種類が報告されている。

疼痛強度尺度 (Pain Intensity Scale)
疼痛強度の評価尺度を用いた疼痛の重症度の測定は、疼痛の重症度の評価および治療方
法の効果の評価において最も頻繁に用いられるツールである。ヴィジュアルアナログスケー
ル、数値的評価スケール、およびバーバル･スケールが、疼痛および鎮痛の評価において多
く使用される測定基準である。これらの尺度は有効性および信頼性が確立されている (Jensen,
Karoly & Braver, 1986: Price, Bush & Long, 1994)。患者は、痛みのない状態である「0」から、考えう

る最悪の痛みの状態である「10」までの尺度で、自身の疼痛について評価するよう求められ
る。APS (1995) およびAHCPR (1994) は、適切な疼痛治療の指標を得るため、不適切な癌性疼
痛の治療を記述する、強度についての数値化スケールにおいて5以上という足切り点を定め
ている。こうしたスコアが選ばれたのは、これより高いスコアでは、日常的機能に大幅な影
響を及ぼすことが示されているためである (APS, 1995; Cleeland, et al. 1994)。

鎮痛尺度 (Pain Relief Scale)
治療方法の結果として生じる疼痛の強度における変化の予測も、疼痛治療の適切さを評価
する尺度として用いられる。患者は、鎮痛のレベルを「変化なし」または「痛みの悪化」、
「完全に鎮痛」として評価することにより、疼痛治療の適切さを判断する。患者が緩和なし
または痛みが悪化というスコアをつけた場合、不適切な疼痛治療を示唆するものと考えられ
る。鎮痛の尺度は、疼痛治療の有効性の評価および患者が適切な鎮痛薬の投与を受けている
かどうかを評価するために、多数の試験で使用されてきている (Miasakowski, Nichols, Brody &
Synold, 1994; Ward & Gordon, 1994)。これらの尺度の有効性および信頼性については、文献では

報告がない。
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疼痛管理指標 (Pain Management Index)
疼痛管理指標は、世界保健機関が制定した基準 (WHO, 1986) を用いて、処方される鎮痛薬
の種類と、患者の報告する疼痛の強度のレベルとを一致させることで癌性疼痛の治療の適切
さを評価するために作成されたものである。文献においては、(1) Wardの疼痛管理指標 (Ward
& Gordon, 1994)、(2) Zelmanの疼痛管理指標 (Zelman, Cleeland & Howland, 1987)、(3) Cleelandの疼痛

管理指標 (Cleeland et al., 1994) という3点の疼痛管理指標がある。疼痛管理指標の有効性および
信頼性は確立されていない。さらに、疼痛管理指標は、鎮痛薬の種類の適切さを評価するに
とどまり、処方された用量が不適切な可能性もある。

ケアのアウトカム
アウトカムのデータは、患者のその後の健康状態を表すもので、死亡率、生活の質、症状
または機能状態の改善、患者の満足度といった項目が含まれうる。アウトカムの測定尺度の
使用については、質の改善に影響する多様な原因に関する十分な情報が得られないという批
判がなされており、アウトカム基準は、後に特定のアウトカムを得るために医療従事者によ
る変更が可能なケアのプロセスに結びつくものでなければならない (Baker et al., 1998)。
患者の満足度は、疼痛ケアの質の評価において最も多く使われるアウトカム測定尺度のひ
とつである。米国疼痛学会 (1995) は、癌性疼痛ケアの質を評価するアウトカム基準のひとつ
として患者満足度尺度を用いることを推奨している (APS, 1995)。この基準の有効性と信頼性
は確立されているものの、多数の試験の所見から、患者の満足度を癌性疼痛の知慮の適切性
の測定基準とすることの適否については懸念が生じている。患者は、許容範囲を超えた高いレベ
ルの疼痛や不適切な疼痛を経験しているにも関わらず、自己の疼痛管理について満足であると報告すること
が、調査結果示されている (Bookbinder et al., 1996; Lin, 2000; Miaskowski, Nichols, Brody & Synold, 1994; Ward
& Gordon, 1994)。

自己の疼痛管理に満足している患者が適切なケアを受けているものと推測することはでき
ない。患者の満足度の評定は、疼痛治療の適切さを正確に反映しているとは限らず、むしろ
その治療に関する患者の評価を反映するものである。癌性疼痛の管理において、ケアのプロ
セスの系統だった測定なしに、患者の満足度を唯一の指標として用いることは、癌性疼痛の
治療が適切であるという誤った結論を導く可能性がある。評価可能なケアのアウトカムの一
例を次ページに記す。
患者が疼痛や疼痛管理に用いる測定方法についての理解を口頭で説明する。
n 
患者が疼痛の緩和を報告し、また機能の向上が標準化された測定ツールによって記録され
n 
ている。
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n 患者が信頼の置ける有効な測定ツールによってQOLの向上を示す。

患者はオピオイドの副作用が改善している。便秘および嘔気・嘔吐
n 
術後の患者の歩行あるいは退院が遅延されない。
n 
最良の看護実践に関する本ガイドラインの推奨を実施する機関は、実施およびその影響の
モニタリングおよび評価方法を検討することが推奨される。RNAOの「ツールキット：臨床

実践ガイドラインの実施」 (2002) でまとめられた枠組みに基づいた次表では、モニタリング
および評価の指標案をまとめている。
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目的

組織・部

構造

手順

アウトカム

•	
看護師が適切に疼痛を評価お
よび管理できるように利用可
能な組織内における支援を評
価する

•	
看護師が適切に疼痛を評価お
よび管理できるように利用可
能な組織内における支援を評
価する

•	推奨の実施の効果を評価する

•	
疼痛専門家の利用可能性およ
びアクセス

•	
疼痛評価において基準化され
たツールが使用されている

•	疼痛評価および管理に関わる
方針および手続がBPGと合致
している

•	
組織内における疼痛の評価お
よび管理に関わる教育の機会

•	
看護師は疼痛を報告した人物
のベースライン評価を行う。

•	
疼痛の評価および管理に関す
る看護オリエンテーション

•	
疼痛の報告者について看護師
がベースライン評価を完了す
る

•	
次項について患者の記録内容
のエビデンスがBPGの推奨と
合致
• 評価
• 管理

•	
臨床ガイドラインなど、疼痛
評価および管理に関する文書
資源の利用可能性
•	
組織内における方針・手続担
当の委員会の推奨による、最
良の実践に関するガイドライ
ンの検討
•	
疼痛が、患者の医療記録にお
いて5番目のバイタルサイン
として採用されている

看護師

•	
疼痛の評価および管理に関し
て、看護師が参加する教育セ
ッションの数

•	
小児および認知障害者につい
て、看護師が行動面の測定基
準を記録している
•	
慢性疼痛を有する患者につい
て、看護師が包括的な疼痛評
価を完了している
•	
疼痛介入の効果を看護師が
記録している
•	
疼痛が増大している患者につ
いて、鎮痛薬の指示が変更さ
れている

•	
疼痛リスクのある患者が疼痛
に関して検査を受けている

患者

•	
緩和されていない疼痛患者が
疼痛専門家に紹介された
•	
記録された教育計画のとおり
に疼痛およびその管理に関し
て理解しているかに関する患
者の自己報告

•	
機能状態の症状における改善
•	
患者の満足度
•	
患者が疼痛や疼痛管理に用い
る測定方法についての理解を
口頭で説明する
•	
患者がQOLの改善を示す
•	
患者はオピオイドの副作用が
改善している

財務費用

•	
適切な財源の提供
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ガイドラインの改正・
審査プロセス
オンタリオ州看護師協会は、看護における最良の実践に関する本ガイドラインの改
正について次のように提案する。
1.	周知後、看護における最良の実践に関するガイドラインはすべて、最後の改訂から3年お
きに、トピック分野における専門家からなるチーム (審査チーム) の審査を受ける
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2.	作成から改訂までの3年間の間に、RNAOの 「最良の看護実践ガイドライン」プロジェク
トスタッフは、当該分野における新たなシステマティックレビュー、メタ分析、無作為化
比較試験 (RCT) を定期的にモニタリングする
3.	モニタリングの結果に基づき、プロジェクトスタッフは改訂期間を早めるよう推奨する場
合がある。当初のパネルメンバーおよび当該分野のその他の専門家から構成されるチーム
から適切な助言を得ることで、最良の実践に関するガイドラインの審査および改訂を3年
という目安よりも早期に行うという決定の通知に役立つ
4.	目安となる3年おきの審査の3カ月前に、プロジェクトスタッフは次のとおり審査プロセス
の計画を開始する。
a.	当該分野の専門家を、審査チームに加わるよう招請する。審査チームは、当初のパ
ネルのメンバーならびにその他の推奨される専門家から構成される
b.	実施機関における周知の期間に受けたフィードバックおよび寄せられた質問、その
他の意見および経験の編集
c.	当該分野における新たな臨床実践ガイドライン、体系的検討、メタ分析の論文、技
術審査、無作為化比較試験の編集
d. 発
 表期日目標を定めた詳細な作業計画が策定される
改訂されたガイドラインは、既定の構造およびプロセスに基づいて周知される。
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付録A－臨床用語集
Acupuncture (鍼)：疼痛の緩和をもたらすために、身体の特定の部位を針で刺すこと。
Addiction (中毒)：中毒または精神的依存とは、精神安定の目的、すなわち疼痛のため
ではなく精神的影響のためにオピオイドを使用することを指す。中毒の特徴としては、薬物
の使用に関するコントロールの障害、脅迫的な使用、悪影響があるにも関わらず継続的に使
用、および渇望のうち少なくともひとつを含む行動がある。急性期ケアの場で疼痛治療を受
ける者において、中毒は一般的にみられない (<0.1%) (Friedman, 1990)。
100

Adjuvant analgesic drug (鎮痛補助薬)：中心となる鎮痛薬ではないが、独立の、ま
たは追加的な鎮痛性を有することが研究で示されている薬物。

Conscious sedation (意識下鎮静)：患者が気道反射を維持し、言語刺激に応答する
状態での「軽い鎮静」。

Cox-2阻害系非ステロイド性抗炎症薬 (NSAID)： 特定の経路で有効作用をも
たらす抗炎症薬のクラスである。不特定のNSAIDsより有害作用が酸くない可能性がある
(AHCPR, 1994). 現状以上の鎮痛反応が起こらない最大用量あるいは天井効果が存在する。

Epidural (硬膜外の)：脊柱管の中にある、硬膜

(脊髄を覆う硬い膜) の上または外側に

ある。類義語は「extradural」、「peridural」。

Equianalgesic (等鎮痛薬の)：同等の鎮痛効果を有すること。一般的に、非経口投与
の硫酸モルヒネ10mgが、オピオイド系鎮痛薬の比較で用いられる。

Imagery (イメージ)：リラックスするよう心的イメージを用いる認知行動的療法。
Myoclonus (ミオクローヌス)：高用量のオピオイド投与に伴うことの多い全身性の
骨格筋の収縮は、オピオイドが毒性量である可能性がある (AHCPR. 1994)。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

Opioid (オピオイド) 対「narcotic (麻薬) 」対「opiate (アヘン) 」：「オ
ピオイド」は、鎮痛薬を指す優先使用語であるが、それはこの語が疼痛管理に用いられる薬
物、たとえばモルヒネやオキシコドン、コデインなどを指すためである。「麻薬」は、さま
ざまな薬物の乱用や街頭での違法使用の可能性を指す際にメディアおよび法執行機関が用い
る用語である。そうした薬物のなかには、コカインなど鎮痛薬でないものも含まれる。「オ
ピオイド」には、天然と合成のあらゆる鎮痛薬が含まれるため、天然ケシのアルカロイドか
ら作られる鎮痛薬のみを指す「アヘン」より、「オピオイドを用いるべきである。

Opioid agonist (オピオイド作動薬)：鎮痛を生じさせるμ受容体と相互作用する、
あらゆるモルヒネ様化合物。天井効果または最大投与可能用量などはないものの、投与量は
オピオイドの有害作用により制限される場合がある。有害作用としては、初回投与および/
または投与量の増量にともなう便秘、嘔気、鎮静があり、まれにではあるが、漸増が不適切
であると呼吸抑制もありうる。嘔気および鎮静への耐性は短期間で生じるが、便秘について
は定期的なオピオイド投与と共に管理しなければならない。

Opioid antagonist (オピオイド拮抗薬)：ナロキソンなどのオピオイド拮抗薬は、
鎮痛反応を生じない。作動薬 (ただし、メペリジンはその代謝産物であるノルメペリジンの

効果を増強するため例外とする) および麻薬拮抗性鎮痛薬の毒性作用を減弱させるために用
いられる (Hardiman & Limbird, 1996)。

Opioid agonist-antagonist (オピオイド作用拮抗薬)：ペンタゾシン

(タルウィ

ン) などの麻薬拮抗性鎮痛薬は、疼痛管理には推奨されない。これらの薬物をオピオイド依
存者に投与すると、オピオイドはμ受容体から置換し、その結果、退薬症状および疼痛が生
じる。

Patient Controlled Analgesia (患者自己管理鎮痛法；PCA) ：患者によって鎮
痛薬を自己投与する。通常はプログラム式ポンプを用いた静脈内投与のオピオイド (例：モ
ルヒネ) を指すが、経口投与のオピオイドを施設内で自己投与する場合も含まれる。
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Physical dependence (身体的依存)：オピオイドの慢性的な使用に伴って生じるこ
とがある生理的反応で、オピオイドは、投与中止する場合に、離脱症状を避けるために数週
間にわたって用量を漸減する必要がある。治療用のオピオイドを中等量での投与を受ける患
者は、一般的にはオピオイドを中止した場合には、不眠、不快感、および筋肉痛、発汗、嘔
気などのインフルエンザ様症状等の軽度の離脱症状を経験するにとどまる。その他よく見ら
れる症状としては、苛立ち、振戦、頻脈などがある。症状は5～10日間続く場合があり、数
週間にわたる用量漸減で最小限に抑えることが可能である (Kahan et al., 1999)。

Relaxation (リラクゼーション)：不安および骨格筋の緊張の双方から比較的解放さ
れた状態。
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Titration (漸増・漸減)：身体が薬物の副作用または毒性に適応するようにしながら、
症状を軽減または消失するために薬物を徐々に増量または減量すること (AHCPR, 1994)。

Tolerance (耐性)：同じ効果を維持するために、より高用量の薬物を必要とすることを
指す。オピオイドの鎮痛作用耐性は、一般にはゆっくりと生じ、多くの場合、患者は長期に
わたって同じ用量を維持することができる。嘔気や意識混濁など、オピオイドの非鎮痛作用
の耐性は、通常数日または数週間で生じる。便秘については耐性が生じることはなく、(便
秘の) 予防はオピオイドの治療と共に行われなければならない。(Kahan et al., 1999)。

TENS (経皮的末梢神経電気刺激)：皮膚に電極を取り付けることで電気鎮痛をもた
らす手法。

World Health Organization (WHO) Ladder (世界保健機関 (WHO) の除痛
ラダー)：疼痛の強度に基づいて、必要な鎮痛薬の種類を決定するための概略的指針。薬
物は、世界各国どこでも対処法案を満たすことができるように選ばれている (AHCPR, 1994)。
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付録B－新生児、乳幼児、および小児
向けペインアセスメントツール
ペインアセスメントツール

出典

Premature Infant Pain Profile
(未熟児疼痛プロファイル；PIPP)

Stevens, B., Johnston, C. & Petryshen, P. (1996). Premature infant
pain profile: Development and initial validation. Clinical Journal of

Pain, 12(1), 13-22.

Neonatal Infant Pain Scale
(新生児疼痛尺度；NIPS)

Lawrence, J., Alcock, D., McGrath, P., Kay, J., MacMurray, S. &
Dulberg, C. (1993). The development of a tool to assess neonatal
pain. Neonatal Network, 12(6), 59-66.

FLACC

サンプル1参照
Merkel, S.I., Voepel-Lewis, T., Shayevitz, J.R. & Malviya, S. (1997).
The FLACC: A behavioral scale for scoring postoperative pain in
young children. Pediatric Nursing, 23(3), 293-297.

Children's Hospital of Eastern
Ontario Pain Scale (東オンタリオ小
児病院疼痛尺度；CHEOPS)

サンプル2参照
McGrath, P.J., Johnson, G., Goodman, J.T., Schillinger, J., Dunn,
J. & Chapman, J. (1985). CHEOPS: A behavioural scale for rating
postoperative pain in children. In Fields, H.L et al. (Eds.), Advances

in pain research and therapy, (Vol 9., pp. 395-402). New York:
Raven Press.

Wong-Baker Faces Scale (WongBakerのフェイススケール)

オンラインで閲覧可能：
http://www.us.elsevierhealth.com/WOW/faces.html
Wong-Bakerの表情尺度の翻訳：
http://www.us.elsevierhealth.com/WOW/facesTranslations.html

OUCHER

Beyer, J.E. & Aradine, C.R. (1986). Content validity of an instrument
to measure young children’s perceptions of the intensity of their
pain.
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サンプル1-FLACC尺度
カテゴリー

採点
0

顔

無表情、
または
笑顔がない

		
脚
104
活動

泣く

通常の姿勢 または

リラックスした状態

1
時折顔をゆがめる、

頻繁に

閉じこもる、無関心

歯を食いしばる

またはしかめ面をする。

不安定、落ち着きがない、

緊張している

頬を震わせる、

蹴る、
または脚を
縮める

静かに横たわる、通常 身をよじらせる、前後に動く、 弓なり、
硬直、
または引き

の姿勢、楽に動く

緊張している

つっている

泣いていない

うめく、
またはすすり泣く、

絶えず泣いている、泣き

(覚醒中または睡眠中)

時折不満を訴える

			
あやす

2

叫ぶ、
または泣きじゃく

る、頻繁に不平を言う

満足している、
リラック 時折触れる、抱きしめる、また 慰めることも安心させる

スした状態

		

は話しかけることで安心する、 ことも困難
注意散漫

5つのカテゴリー(F) 顔、(L) 脚、(A) 活動、(C) 泣く、(C) あやす

はそれぞれ0～2のスコアで採点され、合計スコアは0～10の間になる。
Pediatric Nursing (1997) 23(3), pp 293-297より転載。出版社の許可を得て転載：Jannetti Publications, Inc., East
Holly Avenue Box 56, Pitman, NJ 08071-0056; 電話番号 (856) 256-2300; FAX (856) 589-7463。同誌の見本につ
いては、出版社に連絡されたい。
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サンプル2－東オンタリオ
小児病院疼痛尺度 (CHEOPS)
項目
泣く

行動
泣かない

うめく
泣く

スコア 定義
1
2
2

小児は泣いていない

小児はうめき声をあげているか、静かに声を発している、忍び泣いている
小児は泣いているが、穏やかな泣き声であるか、すすり泣いている

泣き叫ぶ
3
			

小児は大声で泣いている、泣きじゃくっている、不平の有無に関わ .
らず採点可能

顔

中立的な表情

平穏

しかめ面

微笑んでいる

小児 –
言語

1
2

確実に否定的な表情の場合のみ採点

0

確実に肯定的な表情の場合のみ採点

なし

1

小児は話をしていない

疼痛の不平

2

その他の不平
1
			

小児は不平を言っているが、疼痛についてではない
例：
「ママに会いたい」
または「のどが渇いた」
小児は疼痛について不平を言っている

両方の不平
2
			

小児は疼痛とその他の事柄について不平を言っている。
例：
「痛いよ、ママに会いたい」

躯幹

体 (四肢以外) は安静状態で、躯幹は動いていない

肯定的
0
			
中立的

動いている

緊張している
震えている
直立状態
拘束状態

接触

触れていない

手を伸ばす
触れる

つかむ

拘束状態

1
2
2
2
2

体は無意識にぶるぶると、
またはがたがたと震えている
小児は、垂直または直立の姿勢にある

1

小児は創傷に触れたりつかんだりしていない

2
2
2
2

よじらせる・蹴る

2

縮めこむ・緊張

2

			

許可を得て転載

体は弓なりになっているか、硬直している

体は拘束されている

中立的
1
			

拘束状態

体は前後左右に、
またはくねくねと動いている

2

脚

立っている

小児は、肯定的なことを述べているか、他の事柄について、
不平を言うことなしに話をしている

2
2

小児は創傷に手を伸ばしているが触れてはいない
小児は創傷または創傷部にそっと触れている
小児は創傷を盛んにつかんでいる
小児の腕は拘束されている

脚はどのような位置でもよいが、弛緩状態になっている。
そっとよじらせたり、
くねくねと動かしている
場合も含む
脚が確実に不安定または落ち着きがない動きである、

および/または足を振りまわしている

脚は緊張している、および/または体に向けて縮こめたままになっている
立っている、
うずくまっている、
またはひざまずいている
小児の脚は押さえつけられている
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付録C－ベースラインの疼痛評価にお
ける質問例
疼痛の部位を特定する

質問：どこが痛みますか? 2カ所以上ですか?

PQRST の特徴を特定する
P - 誘発または増悪因子、緩和因子
質問：
n 何をすると痛みが悪化しますか?
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n 何をすると痛みがよくなりますか?
n 痛みをやわらげるために、これまでにどのような治療を試しましたか?
n それは効果がありましたか?

Q - 疼痛の質 (例：灼熱痛、刺痛、鈍痛、鋭い痛、電撃痛)
質問：
n 痛みはどのように感じますか?
n 痛みを表現するとしたらどのような言葉を使いますか?

R - 放散
質問：
n 痛い場所は変わっていますか?

S - 重症度 (適切な強度の尺度を使用する－付録Eを参照)
質問：
0～10の尺度で、0が痛くない状態、10を想像しうる最悪の痛みとすると、今はどれく
n 
らい痛みますか?
n 最も悪いときでは、どのくらい痛みますか?
n 最も良いときでは、どのくらい痛みますか?

T - 頻度
質問：
n いつから痛み始めましたか?
n どのくらい頻繁に痛くなりますか?
n 痛さの程度に変わりはありましたか?
n 痛みはどのくらいの間続きますか?

日々の生活における機能および活動に対する疼痛の影響を特定する

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

付録D – 疼痛評価における補完的な
質問
現在の疾患の影響および理解

質問：
n 痛みの理由について分かっていることは何ですか?

疼痛の意味合い

質問：
n 自分の痛みに関してどのようなことが気になりますか?

ストレスおよび疼痛に対する患者の典型的な反応

質問：
n 痛みに対応するためにどのような手助けが必要ですか?

疼痛およびその治療の経済的影響

質問：
今回の痛みにより、あなたの経済状況に影響がありましたか? また、治療費等につい
n 
て何か心配事はありますか?
疼痛による苦痛

質問：
n 今回の痛みによって、あなたにはどの程度の影響がありましたか?
n 今回の痛みによって、あなたの他人との関係にどの程度の影響がありましたか?
n 今回の痛みによって、あなたの通常の活動にどの程度の影響がありましたか?

オピオイド、抗不安薬、またはその他の当予約の使用に関する懸念

質問：
オピオイドまたはその他の疼痛治療薬を使うことについて、何か恐れや懸念などはあ
n 
りますか?

これ以外の質問については、Brief Pain Inventory (簡易疼痛調査表) (付録E8) を参照された
い。
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付録E－
成人向けペインアセスメントツール
サンプル1－ヴィジュアルアナログスケール (Visual Analogue
Scale：VAS)
サンプル2－数値的評価スケール：Numerical rating scale (NRS)
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サンプル3－バーバル・スケール (:Verbal ScaleVRS)
サンプル4－顔のゆがみと行動に関するフローチャート (Facial Grimace
& Behaviour Checklist Flow Charts)
サンプル5－ペインアセスメントツールとペインアセスメントツールの
鍵
サンプル6－疼痛管理指示用伝達ワークシート
サンプル7－Calgary Interagency Pain Assessment Tool (カルガリー省庁
協同ペインアセスメントツール)
サンプル8－簡易疼痛調査表

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

付録E：成人向け
ペインアセスメントツール
サンプル1－ヴィジュアルアナログスケール (Visual Analogue Scale：VAS)

無痛

考えうる
最悪の痛み

患者は、一方の端を無痛、もう一方の端を想定できる最悪の疼痛とした10cmの線上で、疼痛の
強度を指し示す。

サンプル2－数値的評価スケール (NRS)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

患者は、0から10までの尺度上で疼痛を評価する。

サンプル3－バーバル・スケール

無痛
軽度の疼痛
中等度の疼痛
重度の疼痛
非常に重度の 想定できる
		
疼痛
疼痛
疼痛 重度の疼痛
最悪の
					
疼痛
患者は、リッカート尺度を用いて口頭で疼痛を評価する。例：「なし」、「軽い痛み」、「中
くらいの痛み」、「重い痛み」、「非常に重い痛み」、「考えうる限り最悪の痛み」
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サンプル4－顔のゆがみと行動に関するフローチャート
氏名：

0
無痛

活動時 q 安静時 q

2
軽度

4
不快

通常の疼痛治療薬：

110

6
苦痛

時間：

8
ひどい

10
耐え難い

レスキュー/疼痛時治療薬：

月
日付または時間
顔のスコア
10
8
6
4
2
0
疼痛時治療薬
  顔のゆがみスコア(Facial Grimace Score)：顔のゆがみに関する尺度では、介護者が患者の顔の表情を観察して評
価することで、疼痛のレベル (左側の0～10) を採点する。評価は1日1回以上実施する (上表では14日間)。不快感の
程度の評価を、毎日同時に、同じレベルの活動時に行う。緊急/疼痛時治療薬を投与している場合にはその旨を記
し、あり (y)、なし (n) または用量を付記する。

行動のチェックリスト
10－常に
8－たいてい 6－しばしば 4－時折
日付または時間
行動
あまり食べない
緊張している
静か
痛みを示す
叫ぶ
歩く
息が荒い
よく眠れない
つかむ

2－めったにない

0－まったくない

疼痛時治療薬
  行動チェックリスト：行動の変化は、疼痛または苦痛を評価し、その結果、介入の有効性を評価するために用いるこ
とができる。採点表の一番上に、特定の行動が観察された場合、それを10 (常に) から0 (まったくない) の間で採点す
る。24時間の間に評価および採点の対象となった行動が、左欄に列記される。
この表では14日間の間の9種類の行動
が採点されている。
介護者はこのチェックリストを拡大することができる(体をゆする、
泣き叫ぶ、
など)。緊急/疼痛時治
療薬を投与している場合にはその旨を記す。いずれのツールも、個人用に適用することができる。
(顔のゆがみと行動に関するチェックリストは、サーニアのSaint Joseph's Health Centre、緩和ケアチームの許可を得て
使用。)
Brignell, A. (ed) (2000). Guideline for developing a pain management
program. A resource guide for long-term care facilities, 第3版より許可を得て転載。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

サンプル5－ペインアセスメントツール
評価日：		

氏名：

疼痛の部位： 疼痛を区別するために文字を用いて示す
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強度：適切な疼痛ツールを用いて、0～10の尺度で主観的・客観的に疼痛を評点する。
部位

疼痛A

疼痛B

疼痛C

その他

あなた/患者の現在の疼痛のレベルはどれくらいですか？
何をすると疼痛が改善されますか？
疼痛が最も軽いときの評点は何点ですか？
何をすると疼痛が悪化しますか？
疼痛が最も悪いときの評点は何点ですか？
疼痛は継続的ですか、あるいは間欠的 (起きたり消えたりする) ですか？
いつ疼痛が始まりましたか？
疼痛の原因は何だと思いますか？
どの程度の疼痛ならば満足できますか？
質：疼痛文字 (A、B、C) を用い、説明対象の疼痛を説明する語を示す。
うずくような

q

拍動性の

q

電撃的な

q

刺すような

q

鈍い

q

鋭い

q

熱い

q

弱い

q

消耗する

q

疲れる

q

貫くような

q しびれる

q

いつまでも続く q

ひりひりする

q

0
無痛

引き伸ばすようなq 引っ張られる

2
軽度

4
不快

q

哀れな感じがするq 耐えられない

q

その他：

6
苦痛

Brignell, A. (ed) (2000). Guideline for developing a pain management
program. A resource guide for long-term care facilities, 第3版より許可を得て転載。
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ひどい
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耐え難い

疼痛の評価と管理

サンプル5 – ペインアセスメントツール (続き)
日々の生活の活動に対する疼痛の影響

あり なし コメント

睡眠と安静
社会的活動
食欲
身体的活動および可動性
感情
性機能・愛情行為
QOLに対する疼痛の影響 (幸福感、満足感、充足感)

あなたがしたいのにできないことは何ですか、あるいは、患者のQOLを改善するような活動は何ですか？
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現在の投与薬と使用
家族の支援：
症状：

その他、あなた/患者が経験している症状は何ですか？
便秘

抑うつ

その他

q
q

嘔気

q
q

息切れ

嘔吐

口内炎

疲労

q
q

q
q

衰弱

不眠

q
q

眠気

行動：

あなた/患者が経験している行動は何ですか？
叫ぶ

眠れない

q 落ち着きがない q 動けない
q 引きこもる
q 息が荒い

q 食べない
q 体をゆする

q 歩く
q その他

q

過去に著しい痛みを経験したことがありますか？どのようにその痛みに対処しましたか？

その他、
あなたの痛みへの対処に、
私達が一緒に取り組むことができるようになるために、
何かお話しできることはありま
すか？

看護師による疼痛診断:
侵害受容性  q
筋けいれん  q

内臓  q

神経障害性  q

頭蓋内圧亢進  q

苦悩  q		

偶発性疼痛  q

全身性  q

問題リスト：(患者ケア計画に追加)
1

署名：

2.

3.

4.

日付：

Brignell, A. (ed) (2000). Guideline for developing a pain management
program. A resource guide for long-term care facilities, 第3版より許可を得て転載。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

サンプル5 – ペインアセスメントツールの鍵
ペインアセスメントツールの鍵
疼痛の部位：
  図のように、
「A」の文字を痛いと感じている部分に患者に記入してもらうか、必要であれば医療者が記入する。疼痛が
最初の位置から変化したときは、
その方向および移動した距離を矢印で示す。
2番目または3番目の疼痛があるようなら
ば、
「B」および「C」の文字を使う。

強度：
  患者には、
特定されたそれぞれの疼痛に関する、
表の質問に答えるよう依頼する。
推奨される疼痛ツールは0～10であ
る。
もし、患者が混乱したり、従うことができない場合は、顔のゆがみの尺度を客観的評価基準として用いる。

質：
  疼痛の部位をひとつひとつ検討し、
リストから適切な用語を選ぶか、
あるいは記載されていない言葉(表現)を用いた
場合には、それを「その他」の横に記録する。疼痛の部位の横にあてはまる言葉を記入する。

疼痛の日常生活動作 (ADL) に対する影響
「疼痛の部位」
  
および
「強度」
で明らかになった疼痛のうち、
リストに記した日常生活動作のいずれかに影響を及ぼして
いるものがあるかどうかを調べる。
「あり」
または「なし」にチェックを入れる。
  疼痛によって、
いずれかのADLに問題が生じている場合、
どの疼痛が、
どのような問題を、
どのように生じさせているか
をコメント欄に示す。
  疼痛によりADLに問題は生じていないが、
その他の問題または症状が原因で何らかの困難を患者が主張する場合は、
「なし」にチェックを入れた上で、
コメント欄に詳細を記す。
また、
問題を認めた動作について患者がなんらかの援助が必要であると感じているのか、
あるいはその状態で良しとし
ているのかを知ることも重要である。 患者が援助を求めているのであれば、
適切な人へ紹介することが必要であろう。
以下は、
特定のADL領域について質問をする際に参考となりうる、
その他の質問および/またはポイントの一部である。
ま
た、各種領域の専門家への紹介も含まれる。

Brignell, A. (ed) (2000). Guideline for developing a pain management
program. A resource guide for long-term care facilities, 第3版より許可を得て転載。
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1. 睡眠と安静：
質問－どれくらいの頻度で夜間に目が覚めるか？週に何日(晩)あるか？どのような夜が良い夜か、
あるいは悪い夜か？
どのような姿勢で眠るか？何か特別なポジショニング用具を用いているか？
これまでにどれか試したことがあるか？それはうまくいったか？
*OT/PT/RN/DR/PC/SW

2. 社会的活動：

余暇 (趣味)、レクリエーション活動、買い物を含める
*OT/SW/ボランティア

3. 食欲：

摂った食事の回数および量。食の好み、間食、それぞれがどのように役立つかの例

114

*栄養士

4. 身体的活動および可動性：
	寝床での動き、
寝床や椅子、
便所への移動、
階段、
徒歩、
他の運動、
スポーツ、
身の回りの世話、
入浴、
着衣、
身だしな
み、食事、投薬管理
*OT/RN

5. 感情：
疼痛が原因で何らかの変化があるか？
また、
もしあれば、それが活動の大きな妨げとなっていて、介入が役立つと思われるか？
*SW/PC/ボランティア

6. 性機能・愛情行為：
その疼痛が原因で、性機能/愛情行為への欲求の著しい低下があるか？
または、そこで必要な身体的動作をするときに過剰な痛みが伴うか？
いずれの場合についても、それが患者にとって懸念となっているか？
*SW/PT/OT/RN/DR

Brignell, A. (ed) (2000). Guideline for developing a pain management
program. A resource guide for long-term care facilities, 第3版より許可を得て転載。
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QOLに対する疼痛の影響：
  これは説明をしようとすると非常に難しい話題であるため、
ここでは患者を助けるいくつかの記述的な用語を記してい
る：幸福感、
満足感、
充足感。
患者に、
自身にとって重要な活動のうち、
どれがもうできないのか示してもらう。
どうしたら
手助けできるのかを尋ねる。

現在の投与薬と用法 (使用法)：
  すべての投与薬およびその指示内容を記載する：用量、時間、錠剤数、0～10の尺度での効果の評価、定時または疼
痛時のいずれか、副作用。

家族の支援：
  これは、患者の生活に関わっている人物で、患者が「重要な他者」
であると認識している人物なら誰でも含まれる。

症状：
  患者に、
リストに列記した症状のなかから、
どれが自身のQOLに影響を及ぼしているかを示してもらう。
該当するものに印をつける。

行動：
  可能であれば、患者に、憂慮すべき行動を特定してもらうか、および/または、示された行動を評価者が特定して、印
をつける。

過去の疼痛：
  患者に、疼痛の発生および本人の対処法について説明してもらう。

疼痛の看護診断：
  評価から得られた情報をすべて考慮したうえで、1件または複数の疼痛を特定する。
対応する文字を、
「疼痛の部位」、部分で明らかになった疼痛を関連付けて割り当てる。

Brignell, A. (ed) (2000). Guideline for developing a pain management
program. A resource guide for long-term care facilities, 第3版より許可を得て転載。
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サンプル5– ペインアセスメントツールの鍵 (続き)
疼痛診断：

疼痛には4つの分類がある：侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛、混合疼痛、原因不明の疼痛。

1. 侵害受容性：

	侵害受容性疼痛は、圧迫、浸潤、
または特定しうる全身性ま
たは内臓の病変による破壊による組織の損傷によって生じ

る。

内臓：

	持続性で、
鈍く、
うずくような、
局在のはっきりしない疼痛で、
疼痛の原因からは離れた部位で、
しばしば緩徐に発生する

もの。
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a) 実質臓器 (例：肝臓、膵臓)
n 強
 度が高い場合、
鋭く、貫通するような疼痛の場合もある

b) 管腔臓器 (例：腸、膀胱)
n 拡散痛または疝痛,

n
それまでは開いていた
「トンネル」
が遮断されることによ

って生じる圧迫感または膨満感

n
胸部内臓では息切れまたは咳、腹部内臓では腹部膨

満、嘔気、嘔吐が生じる場合がある

全身性：

持続性で絶え間のない、
うずくような、通常は限局された疼痛で、骨盤や臀部、大腿骨、関節、
または脊柱の場合は、動
いたり体重がかかると悪化する
n 骨転移

n 皮膚浸潤または潰瘍

n 筋層浸潤、
軟部組織塊
n 病理学的骨折

n 変形性関節炎およびその他の骨破壊性疾患

n T1が関与する場合、
背後部および肩部に生じる場合もある

頭蓋内圧亢進
n 脳腫瘍

n 髄膜癌腫症

Brignell, A. (ed) (2000). Guideline for developing a pain management
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サンプル 5 – ペインアセスメントツールの鍵
2. 神経障害性：

	神経障害性疼痛は、末梢神経または中枢神経組織への圧迫、
浸潤、
または破壊によって生じるもので、
それが複雑
で異常な脊髄または視床神経作用を引き起こし、持続性の疼痛が生じる。
n 腰仙骨または上腕神経叢の浸潤または破壊
n 脊髄圧迫

n 疼痛は感覚および運動機能の喪失に先立って生じることが多い
n 持続性の鈍い痛みから間欠性の鋭く刺すような疼痛

n 特異的な神経根圧迫によって皮節痛が生じる場合がある

n 進行性損傷は、
表皮が焼けつけられるような痛みを引き起こす場合がある

n 知覚過敏、
感覚異常、進行性の運動機能および感覚の喪失を経験する可能性がある
n 血管運動性変化が生じる場合がある

3. 混合性：

混合性疼痛は、侵害受容性と神経障害性の疼痛の組み合わせであることが多い。

n 脊髄圧迫を含む椎骨の転移およびその破壊を伴う膵臓の腫瘍浸潤

4. 不明：

持続痛で、既往歴および調査によって原因の特定が不可能なもの

n 今回使用した用語で説明が可能である。
n 調査

(結果) が確定的でない場合、患者は信じてもらえない場合が多い。

n 通常は完全に治療されない
n 衰弱性

(消耗性) の可能性がある

n 生涯にわたる苦痛は抑うつに至る場合がある

問題リスト：

「ペインアセスメントツール」
を用いて、疼痛の看護診断に丸をつけて、
それを治療計画上に列記する。患者が自分で

は気づいていない問題を特定した場合は、
患者がそれを認め、
なぜそれが問題であるのかを理解させることが重要で

ある。
これは継続するリストである。それぞれの問題について、その特定日および解決日の日付を記入されたい。

目標および計画：

この問題リストから、患者は目標を設定し、患者と一緒に介入を決定すること。

具体的に誰が何をするのか、患者が誰へ紹介されたのかを記載することが重要である。

また、目標の再評価の際にどのようなアウトカム測定基準を用いる予定か (0～10のアナログスケールなど)、

および疼痛以外の場合はどのツールを用いるつもりであるか(0＝嘔気なし、
10＝想像しうる最悪の嘔気；または行動の .

チェックリストのスコア)

を記載する。

いつ計画が実施される見込みか、およびいつ目標の再評価を行う予定かを記載する。

記入の際は署名と日付を忘れないこと。

Brignell, A. (ed) (2000). Guideline for developing a pain management

program. A resource guide for long-term care facilities, 第3版より許可を得て転載。
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サンプル6 – 疼痛管理指示用コミュニケーションワークシート
疼痛評価：

対象者：

疼痛診断：

日付：

疼痛の部位：

あてはまるものに印をつける：

うずくような  q
絶え間ない  q
患者の行動：
叫ぶ  q

歩く  q
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拍動性の  q

鈍い  q

落ち着きがない  q
体をゆする  q

電撃的な  q

動けない  q

間欠的  q

1

鋭い  q

焼けるような  q

食べない  q

眠れない  q

疼痛の強度 (0～10) の数字に丸をつける：無痛 0
パターン：持続的  q

刺すような  q

チクチクする  q 弱い  q

引きこもる  q
2

3

新たな疼痛  q

4

5

6

7

8

9

以前からの疼痛  q

新しい疼痛の場合、
どれくらいの間痛んでいるか
何をすると改善されるか
ADLへの影響

悪化するか
家族の支援は

疼痛の原因が何であるかについての患者の見解
患者の疼痛コントロールの目標：(数値スコア)

(活動)

過去24時間に使用したすべての鎮痛薬の名称、用量、投与回数：

(PRN、突出痛の場合、定期的投与) (Tylenol #3®、モルヒネ［短時間作用型］、MS contin®［長時間作用型］)

過去24時間に使用したすべての補助鎮痛薬の名称、用量、投与回数：

(PRN、突出痛の場合、定期的投与) (Naproxin®、Elavil®、Ativan®、Gravol®、Tylenol®素錠)

これまでに試みた非薬理学的介入：
管理における変更案：

新たな投与薬/用量/間隔

中止：

指示：
Brignell, A. (ed) (2000). Guideline for developing a pain management
program. A resource guide for long-term care facilities, 第3版より許可を得て転載。
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サンプル7－カルガリー省庁協同疼痛アセスメントツール
(Calgary Interagency Pain Assessment Tool)
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サンプル 7－カルガリー省庁協同疼痛アセスメントツール
(Calgary Interagency Pain Assessment Tool) 続き)
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サンプル 7－カルガリー省庁協同疼痛アセスメントツール
(Calgary Interagency Pain Assessment Tool) 続き)
パートI－患者の報告

5. 痛みは通常どのくらいの間続きますか？

1. 絵のなかで痛みのある場所に印をつけてくださ
い。1カ所以上痛いときは、A、B、Cといったよ
うに名前をつけてください。

q 数秒

q 数時間

q 数分

q 持続的

6. 何をすると痛みが悪化しますか？
q 歩く

q 食べる

q 動く

q その他 (下に説明してください)

7. 1. 痛みは、1日のうち特定の時間に悪化します
か？それはいつですか？
8. 1. 何をすると痛みが和らぎますか？
q 温める/冷やす
q マッサージ

q 気分転換

q じっと横になる

q リラクゼーション q 姿勢を変える
q 薬剤

q その他

			
2. ご自分の全般的な痛みの評価は何点ですか？
(使用尺度：q 0-10点の尺度 q 0-5点の尺度)
無痛
0 1
0

2
1

3

4

5

2

6

7

3

重度の疼痛
8 9 10
4

現時点

最小時

最悪時

許容範囲内

5

3. いつ、どのように痛み始めましたか？

4. 今の痛みの種類を説明するのに最もよく当てはま
る語に印をつけてください。
q  鈍い痛み

q  しびれてピリピリする

q  内部

q  けいれん痛

q  焼けるような q  鋭い
q  外部

q  刺すような

q  ずきずきする

q  その他 (下に説明してください)

ださい)

(下に説明してく .

9. 現在、どの疼痛治療薬の投与を受けていますか？

10. 痛みをコントロールするのに、どの薬剤が役に
立ちましたか？

11. どの薬剤が役に立ちませんでしたか？

12. その痛みまたは治療によって、何か他の影響が
出ましたか？
q 嘔気

q 眠気

q めまい

q 下痢

q 思考不明瞭
q 不安

q 睡眠障害

q 便秘
q 気分変調
q 食欲不振

q その他 (下に説明してください)

Calgary Health Regionより許可を得て転載。
参考：Huber, S., Feser, L. & Hughes, d. (1999). A collaborative approach to pain assessment.
Canadian Nurse, 95(8), 22-26.
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サンプル7－カルガリー省庁協同疼痛アセスメントツール
(Calgary Interagency Pain Assessment Tool) 続き)
パートII－患者の評価 (このデータを患者/家族の治療計画に取り入れること)
疼痛が患者の生活 (例：家計、職業、家族関係) にどのように影響しているかを評価する。

疼痛が患者の日々の活動 (例：入浴、活動、睡眠、食事、歩行) にどのように影響しているかを評価する。
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当該の疼痛問題に関連する他の情報
(例：客観的評価、情動、防御する、顔をしかめる、バイタルサイン)

日付

署名

パートIII－退院または紹介
退院の概要について以下を含めて記入する
n 疼痛の既往歴
n 治療経過

n 関連する痛みの相談

日付

(コンサルテーション)

署名

Calgary Health Regionより許可を得て転載。
参考：Huber, S., Feser, L. & Hughes, d. (1999). A collaborative approach to pain assessment.
Canadian Nurse, 95(8), 22-26.

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

サンプル8 – 簡易疼痛調査表
簡易疼痛調査表は、簡易版 (急性期治療/救急診療科) と完全版 (持続性または慢性疼痛) が
利用できる。ここでは、簡易版を例として記載する。
簡易疼痛調査表は、その2因子構造 (因子：疼痛の重症度と疼痛の影響) の一貫性を検討す
ることにより、最低7カ国語で有効性が確認されている。
n 中国語
n フィリピン語
n フランス語
n ドイツ語
n ギリシャ語
n ヒンディー語
n イタリア語
n 日本語
n スペイン語
n 台湾語
n ベトナム語

有効性の検証は、他の言語での翻訳においても現在進行中である。詳細な情報、簡易疼
痛調査表の実物 (簡易版および完全版)、本ツールの翻訳版の参考資料については、http://
www.mdanderson.org/departments/PRG/を閲覧されたい。
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付録F – 除痛ラダー
世界保健機関の除痛ラダー
世界保健機関の許可を得て転載

疼痛の持続
または増大
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ステップ2

疼痛の持続
または増大
ステップ1

ステップ3
中等度から重度の
疼痛に対するオピオイド
+ 非オピオイド系
± 鎮痛補助薬

軽度から中等度の
疼痛に対するオピオイド
+ 非オピオイド系
± 鎮痛補助薬

非オピオイド系
± 鎮痛補助薬

WHOの除痛ラダーの使用
WHOの除痛ラダーは、鎮痛薬の使用を構成する際の指針となることを意図しており、厳
密な枠組みとなることを意図されてはいない。このWHOの疼痛コントロールへのアプロー
チは、他の治療方法と組み合わせる必要がある場合がある。疼痛の種類と強度を評価した上
で、疼痛の強度その他の特徴に合わせて薬物を選ぶ。
鎮痛薬の使用は、除痛ラダー上の疼痛の重症度に適したステップから開始するものとす
る。中等度から重度の疼痛の場合、ステップ1から開始する必要はなく、重度の疼痛はステ
ップ3から開始する。
本ラダーは、急性疼痛の場合には逆の順で使用する。すなわち、ステップ3から開始し
て、回復に伴いステップ1の鎮痛薬へと進む。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

この図は、急性疼痛の管理にあたっての簡単な計画を示したもので、WHOの除痛ラダー
の応用である。急性疼痛が弱まるにつれて、弱い鎮痛薬が用いられる。

ステップ3
強いオピオイド
± 非オピオイド系
ステップ2

ステップ1
非オピオイド系
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軽度から中等度の
疼痛に対するオピオイド
+ 非オピオイド系

急性疼痛：
疼痛が軽減あるいは解消する

McQuay, H. (2002年最終更新). Pain and its control. [オンライン].
以下で閲覧可能：http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/booth/painpag/wisdom/C13.html
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付録G－皮下注入
－プロトコル例
  複製には版権元の許可が必要本手順は聖ヨセフ・ヘルスケア・ロンドンの為に作成されたものです。参考資料として
のみご利用ください。
各機関によって状況は異なります。
方針の作成は条令や機関の使命、
目的、
価値観や特徴に応じ
て行われるべきものです。
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処置：

翼状針を使った皮下注入、挿入

目的：

薬物投与時に複数部位への注射の必要性を減らす

器具：

25ゲージ針、小児用の短い
アルコール消毒綿
(約) 5cm×7.5cmの密封包帯

	
0.9%塩化ナトリウムが1ml注入されている22または25ゲージ針
+3ccシリンジ

手順：

1. 処置について患者と家族に説明する。
2. 手を洗う。
3.	無菌操作を用い、翼状注入器に0.9%塩化ナトリウムを入れる。

		
0.9%塩化ナトリウム水溶液を充填する。
4.	患者の皮膚上の指定の注入/挿入部位をそっとつまんで隆起させる。
一般的な部位としては前胸部の鎖骨下、腹部、胴部の上または下があ
る。腕や大腿を使うことも可能であるが、介護者への意図しない針刺
し傷害を防ぐよう注意しなければならない。
5. 当該部位をアルコール消毒綿で消毒する。
6.	針の斜端を下にして、針の全体を45度の角度で挿入する。
7. 注射部位に密封包帯をする。
8.	包 帯に日付、注入時刻および処置を行った人のイニシャルを記入す
る。
9.	チューブ (延長) の端のキャップ (注射キャップ/ハブ) がしっかりはめ
られていることを確認する。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

部位の変更

定期的に部位を評価する。以下に該当するときは部位を変更する。
n

部
 位が赤く、硬くなっている・腫れている (薬物投与後にはある
程度腫れるが、これは30分以内で速やかに吸収されるものであ
る)。

n

投
 与後の当該部位痛の訴え (薬物投与の最初の数回においては刺
痛がある場合がある)

n

記録：

当該部位における漏出または出血

翼状針の穿刺/抜去の日付、時刻および部位を患者のカルテに記録す
る。

投与：

翼状針を用いた薬物投与法 (OSI間欠的皮下注入)
1. 皮下注入と指示された処方薬をシリンジに入れて準備する。
2. 0.9%塩化ナトリウムを0.2 ml別のシリンジで吸い上げる。
3. 翼状注入針からキャップを取り外す。
4.	投与薬を入れたシリンジから針を取り外して、シリンジを翼状注
入器に装着する。処方薬を注入する。
5.	同様に、塩化ナトリウムを0.2 ml入れたシリンジを装着してチュ
ーブを洗い流す。
6. キャップをアルコールで消毒し、注入器に再び取り付ける。
7.	自分の組織の方針に従って、他の注入の場合と同様に記録を行
う。

この方法では、非使用時のフラッシングが不要である。フラッシングが必要なのは、投与
薬の注入直後のみで、これはチューブと針から投与薬を洗い流して、患者へ薬剤の総量を投
与するためである。また、これにより、次の看護師に、チューブに入っているのは生理食塩
水のみで投与薬ではないことを知らせることができる。そこで、同じ注射・注入部位に別の
投与薬を投与することが可能になる。
注入1回あたりの液体量は、投与薬の適時の吸収を確保し、患者の痛みを軽減させるため
に、2mlを超えないこととする。
この装置は、コンピューター制御の携帯型ポンプ、シリンジポンプや陽圧注入器、または
それに準じたシステムを用い、持続皮下注入 (CSI) に使用することができる。
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付録H－非薬理学的
疼痛コントロール方法
温冷罨法
温冷罨法は、疼痛の治療法として何世紀にもわたって用いられてきている。看護師が温冷罨
法を試すことを提案すべき理由は少なくとも4点ある。
n 患者によっては非常に効果がある
n 即効性がある
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n 事実上、有害作用がない

患者・家族に、疼痛緩和のコントロールの重要な感覚を与えることができる
n 

治療の理論的根拠：
適切に対照を用いた研究が存在しないが、前提としては、皮膚に熱を加えることで血流が
増加し、痛みを感じる神経線維を過敏にする神経伝達物質が減少する。熱は、痛みと神経伝
達と競争すると考えられており、脳内では熱を認識すると疼痛の認識が弱まる。
冷気も熱と同様の経路を通じて機能し、神経伝達競争を行う。これにより、疼痛部位の無
感覚が生じ、とりわけ疼痛が熱の性質を帯びているときには有用である。

看護の役割：
過去の温冷罨法の使用について評価する。看護師が自分の痛みを「矮小化」していると考
える患者もいるという点を念頭に置いておく。高用量の薬物投与を受ける重度の疼痛を有す
る患者であっても、疼痛管理の補助として熱または冷気を試すことを推奨する上での科学的
根拠を患者に説明できるようにしておく必要がある。温冷罨法は、6カ月より年長の小児に
おいて使用が可能である。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

禁忌：
以下の状況では、熱の使用を避ける。
n 出血部位
n 感覚が弱まっている部位
n 発生から24時間以内の傷
n 患者が何らかのメントール含有製品 (Vicks、Ben Gay等) を使用中の場合

放射線療法を受けている間、放射線療法の対象範囲の部位－当該部位には、治療完了から
n 
5日後には、皮膚が剥離している、赤い、または柔らかくなっている場合を除き、使用は
可能

以下の状況では、冷罨法の使用を避ける。
n 血行不良の部位 (糖尿病の足)

放射線療法を受けている間、放射線療法の対象範囲の部位－当該部位には、治療完了から
n 
5日後には、皮膚が剥離している、赤い、または柔らかくなっている場合を除き、使用は
可能
n 治癒段階の創傷

温冷罨法の適用：
温罨法は、湿布や湯たんぽ、局所軟膏など、さまざまな熱源から得ることが可能である
n 
n 火傷を防ぐため、低温から中程度の温度に設定する
n 置く場所は、通常は疼痛部位とする。これが可能でない場合

(痛みがひどすぎる、開放創) は、他の選択肢としては以下がある：
n 当該部位の上
n 当該部位の下
n 体の反対側 (例：右臀部の疼痛には左臀部に配置)
n 温冷罨法が皮膚に直接触れないようにする。

小児に湿布を当てたときは、5分おきにモニタリングし、子供だけにしておかないこと
n 
n 冷罨法は、メントール含有製品との併用により強化が可能である

(例：A535®の上に氷嚢を置く)
局所軟膏を用いるときは、疼痛部位に用いる前に少量の製品で皮膚テストを行い、アレル
n 
ギー反応を確認する
Ferrell, B. & Rhiner, M. (1993). Managing cancer pain at home. Duarte, CA: City of Hope National Medical
Centreより改変
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リラクゼーション・イメージ療法
リラクゼーションは、筋肉の緊張と不安を軽減させるという目標のもとに、ほぼすべて
の種類の疼痛において適切であると考えられる。また、7歳以上の小児での使用も可能であ
る。既に緊張して痛みを感じている患者では、ゆっくりと深く呼吸することに焦点を当てた
簡単なリラクゼーションでも有益な場合がある。患者が等尺性運動を用いて全身の筋肉を体
系的にほぐすという先進的な筋肉弛緩も役立つ場合がある。
長時間にわたるリラクゼーション手法は、静かな環境で、患者を、快適でしっかりと姿勢
を支えることでその効果が増す。リラクゼーションセッションのテープを聞かせることで、
患者はより集中しやすく、疼痛に気を取られないようになると思われる。
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5歳以上の小児は、通常は指導つきのイメージ療法に参加することができる。イメージは
自発的なものであり、小児には自然なことである。小児はより楽に集中することができるた
め、疼痛から注意をそらすことができる。ただし、リラクゼーションおよびイメージ手法
を、次のいずれかに当てはまる患者において用いるときは注意すること。
n 混乱している
n 眠気がある
n リラクゼーション療法士の言葉がよく理解できない
n 幻覚があるなど、過去に著しい精神病歴がある

気晴らし
気晴らしは、小児において用いられるもうひとつの疼痛緩和手法である。発想としては、
面白く、痛みを伴う処置よりも快適な、気晴らしになるタスクの実施に小児を積極的に関与
させることにより、小児の注意をそらすというものである。小児は、シャボン玉を吹いた
り、特別な本や音楽玩具、魔法の杖など、自分の興味のあるものを何でも選べるようにする
(Kleiber et al., 1999)。

その他の療法
タッチ療法やマッサージ、リフレクソロジー、霊気、アロマテラピーなどの補完療法は、
疼痛管理における非薬理学的な補助慮法として役立つ場合があるという点を認識する。こう
した方法は、その実施の訓練を受けた者により実施すること。
Canadian Association of Nurses in Oncologyより許可を得て使用。

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

付録I－ツールキットの説明
ツールキット：臨床実践ガイドラインの実施
最良の看護実践に関するガイドラインは、適切な計画、資源、組織的および事
務的サポート、さらには適切な円滑化があって初めて成功しうる。この観点から、RNAOは
(看護師、研究者および管理者からなるパネルを通じて) 「ツールキット：臨床診療ガイドラ
インの実施」を利用可能なエビデンス、理論的見解およびコンセンサスに基づいて作成し
た。本ツールキットは、医療組織において、あらゆる臨床実践ガイドラインを実施する際の
指針とすることが推奨される。
本「ツールキット」は、ガイドライン実施の計画、調整、および円滑化に関わる個人およ
び組織に段階を踏んで方向性を与えるものである。具体的には、本「ツールキット」では次
の主要段階に対応している。
1. 適切に作成された、エビデンスに基づいた臨床実践ガイドラインを特定する
2. 利害関係者の特定、評価および関与
3. ガイドライン実施の環境の準備状態の評価
4. エビデンスに基づいた実施戦略の特定および計画
5. 評価の計画および実施
6. 実施に必要なリソースの特定および確保
実践における変化および臨床上のプラスの影響をうまく実現するようにガイドラインを実
践において実施することは、複雑な仕事である。本「ツールキット」は、このプロセスの管
理において鍵となるひとつのリソースである。

「Toolkit」はオンタリオ州正看護師協会から入手可能です。製本さ
れたキットは低料金で購入いただけます。またRNAOのウェブサイト
から無料でダウンロードしていただけます。「Toolkit」の注文用紙
やダウンロードに関する詳細は、RNAOのウェブサイト (http://www.
rnao.org/bestpractices) をご覧ください。
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付録 J– 実践推奨の
概要
アセスメント

疼痛のスクリーニング

推奨

*レベル

1. 疼痛のリスクのある患者には全員、少なくとも1日1回は痛みを評価する。

	本人または家族・介護者に、痛み、
うずき、不快感などがあるかをたずね

C

る。

n 小児については、
次の各項を考慮する

		

n 小
またはそ
 児が疼痛を表現するのに使うと思われる言葉を親に聞く、

		

n

の小児を観察して、疼痛を示唆する兆候・行動を見つける
他の定期評価を実施中に疼痛の検査をする

n
虚弱な高齢者、
あるいは言語能力または認識能力のない者については、
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疼痛アセスメントの
パラメーター

次の目印があるかどうかを評価して検査をする
n
n
n
n
n
n
n

痛みがあると言う

容態の変化を経験する

痛みを伴う慢性疾患の診断を受けている
原因不明の慢性の疼痛の既往歴がある
鎮痛薬を72時間を越えて使用している

苦痛に関わる行動をしたり、顔をゆがめたりする

家族・スタッフ・ボランティアの観察により、疼痛の存在が示される

2. 言語および認知能力に問題のない患者においては、評価は主として
自己報告に基づく。家族・介護者による疼痛の報告は、小児および

C

自己報告をすることができない成人の場合に評価の対象に含める。
3. 以下を含む疼痛の基本的なパラメーターを評価するため、系統的で有効
なペインアセスメントツールを採用する。
n 痛みの部位

n
日常生活の機能および活動

す疼痛の影響

C

(仕事、通常の活動への障害など) に及ぼ

n 安静時および活動中の疼痛の程度
n 薬剤の使用

n P－誘発または増悪因子

n
Q－疼痛の質(痛みを表現は何か。
うずく、
ずきずきする)うずく、
ずきずき

する)

n R－痛みの放散

(痛みはその部位から広がるか) ;

n S－疼痛の重症度
n T－頻度

(強度、0～10の尺度)

(不定期、断続的、持続的)

*推奨レベル

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)

推奨
疼痛評価のパラメー

ター (続き)

*レベル

4. 疼痛の強度の評価には、有効性が確立された、標準化されたツールを
用いる。

n ヴィジュアルアナログスケール
n 数値的評価スケール

(VAS)

(Nurmeric Rating Scale: NRS)

n バーバル・スケール(Verbal
n フェイス・スケール(Faces

Scale)

Scale)

n 行動学的スケール(Behavioural

Scale)

5. 疼痛評価には、疼痛の身体および行動指標も含まれ、乳児や小児、

C

6. 次のパラメーターは、包括的疼痛評価の構成要素である。

C

認知障害者、急性疼痛患者などを対象とする。

包括的疼痛評価
評価

C

n 身体検査、
関連する臨床検査および診断検査
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n 現在の疾患の影響および理解

n 疼痛および疼痛によって生じる苦痛の意味
n ストレスおよび疼痛への対処

n
日常生活動作への影響 (特に体の弱い高齢者および認知能力のない

患者)

n 心理社会的および精神的な影響
n 心理的‐社会的変数

(不安、抑うつ)

n 環境的要因‐文化、
言語、民族的要因、疼痛治療の経済的影響
n 疼痛管理法についての患者の意向、
期待・信念・俗信

n の状態や疼痛に関連した情報を受け取ることに対する患者の意向およ

び反応

疼痛の再評価および

アセスメントの継続

7. 疼痛の種類および強度、ならびに治療計画に応じて、定期的に疼痛の
再評価を行う。

C

n
疼痛の再評価は、疼痛の新たな報告および治療が行われた際、強度が

強まったとき、
および以前は効果的であった方法では鎮痛できなくなっ
たときに行う

n
疼痛の再評価は、治療(薬物療法)が最大効果に達した後 (非経口的薬

物療法の場合は15～30分後、速効性鎮痛薬投与後1時間、短時間作

用型の鎮痛法または経皮貼布の場合は4時間後、非薬理学的介入の
場合は30分後) に行う

n
急性術後痛は、
手術および疼痛の重症度に従って決めた間隔で定期的

に評価し、
かつ疼痛の新たな報告または原因不明の疼痛の発症があっ

たとき、および鎮痛法実施後に最大効果までの時間に応じて行うこと
*推奨レベル

疼痛の評価と管理
推奨
疼痛の再評価および
継続評価

*レベル

8. 以下のパラメーターを定期的な疼痛の再評価に含める。
n 現在の疼痛の強度、
質、および部位

n 過去24時間で最もひどかった疼痛の強度
n 鎮痛効果の程度－反応

C

(安静時および運動中)

(疼痛スケールの低下)

n 治療計画の実施に対する障害

n ADL、
睡眠、気分に及ぼす疼痛の影響
n 疼痛治療薬の副作用
n 鎮静のレベル

(嘔気、便秘)

n 鎮痛のために用いる戦略
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n
n
n
n
n
n
n

(例)

定期的に使用する、および突出痛の際に使用する鎮痛薬の用量
非薬理学的介入
物理療法

認知・行動戦略

リハビリテーション戦略
環境変化

不安の低下

9. 予期しない強い痛みは、突発性の場合や低血圧、頻脈、発熱といったバイ

C

10. 患者集団やケアの現場に特有の、患者の疼痛症状を把握するための標準

C

タルサインの変化とともに現れた場合は特に、直ちに評価すること。

疼痛評価の記録

化した用紙に記録する。

記録ツールには以下のものが含まれる。
n 初期評価、
包括的評価および再評価

n 介入の効果を追跡するモニタリングツール

(0～10の尺度)

11. ケアに関わる臨床医全員が閲覧できる形で、標準化された様式に定期的

C

患者および家族 (代理の記録者として) には、ケアが行われた際、適切なツー

C

かつ日常 的に疼痛評価を記録する。

12.

	ルに疼痛評価を記録するよう指導する。
これにより、
患者や家族の治療計
画への参与が容易になるとともに、
あらゆる場面を通じた効果的な疼痛
管理の連続性が促進される。

*推奨レベル

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)
推奨
疼痛アセスメントの
所見の 伝達

*レベル

13. 疼痛評価の所見 (医療従事者、および患者・介護者の評価) が、患者が

C

14.	学際的医療チームのメンバーに疼痛評価の所見を伝える。その際、構造的

C

感じた疼痛を反映していることを、患者・介護者と確認する。

	評価ツールの利用、
治療方法で得られた鎮痛の有無、疼痛治療における
患者の目標、疼痛が患者に及ぼす影響などから得られた疼痛のパラメー

ターを説明する。

15. 疼痛が鎮静されていないときは、患者に代わって、治療計画の変更を推

	奨する。看護師は、確認された治療計画の変更の必要性について、学際

C

的医療チームとの議論に参加する。
看護師は、
適切なエビデンスをもとに

自分の推奨事項の裏づけをし、
変更の必要性について次のような明確な
根拠を提示する。

n 有効性の確認された尺度による疼痛の強度
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n 過去24時間における疼痛スコアの変化

n
鎮痛薬の投与後における疼痛の強度および質における変化、
および鎮

痛薬の効果の持続時間

n 過去24時間における定期的な疼痛および突出痛用の鎮痛薬の投与量
n 患者の疼痛緩和に関する目標

n 緩和していない疼痛が患者に及ぼす影響
n 副作用または毒性の有無

n 根拠により裏づけされた、
治療計画の具体的な変更提案

16. 患者・介護者に、以下の指導を行う。
n 疼痛日誌または日記の使用

C

(ツールを提供)

n
鎮静されていない疼痛について担当医に伝え、
患者の代弁することで患

者を支援

17. 道義上の責任として、患者・介護者の記録も含め、組織内におけるあらゆ

	る適切な伝達手段を用いて、緩和していない疼痛の状況を報告する。

C

18.	標準疼痛管理の原則に従った後にも疼痛が緩和していない、
慢性疼痛の
患者を、次へ紹介する。

n 特定の種類の疼痛の対応に熟達したしかるべき専門医

n
情緒、心理・社会、精神、併用薬に関連のある複雑な要因に対応する

学際的チーム

*推奨レベル

疼痛の評価と管理
管理

疼痛管理計画の

推奨

*レベル

19. 学際的医療チームのメンバーとの協力のもとに、次の各項を考慮に入れ、

策定	鎮痛についての患者および家族の目標と一致した管理計画を策定する。

C

n 評価所見

n 疼痛のベースライン特性

n 疼痛の経験を形作る身体的、
心理的、社会文化的要因
n 病因

n 最も効果的な薬理学的および非薬理学的方法
n 管理介入

n 現在および将来の主要治療計画

20. 患者および家族・介護者に書面による治療計画を渡し、意思決定およ

	び疼痛管理への積極的な関与を促す。
こうした計画は、評価および再評

A

価の結果に応じて調整されていく。治療計画に変更があれば、
それを記
録し、計画の実施に関わる者全員に伝える。
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適切な鎮痛薬
の選択

21. 次の各項を考慮に入れて、鎮痛薬の選択を患者に合わせて行うように
する。

n 疼痛の種類
n 痛みの強さ

A

(急性または慢性、侵害受容性および/または神経障害性)

n 鎮痛薬の毒性の可能性

n 患者の全身状態

(年齢、腎障害、消化性潰瘍、血小板減少症)

n 併用薬の状況

n 過去あるいは現在の薬剤に対する反応
n 患者および家族の負担
n ケアの環境

22. 最も単純な鎮痛薬の投与計画、および最も侵襲性の低い疼痛管理の
方法を推奨する。

n 慢性疼痛および回復の始まった急性疼痛には

C

経口経路が望ましい

n 個々の疼痛の状況およびケアの場面に応じて経路を調整する

n
多くの手術後は、非経口経路の静脈内投与を選択し、通常はボーラス

投与か持続投与を行う。

n 筋肉内投与は、
痛みを伴い確実ではないため、成人でも乳幼児・小児

		 でも推奨されない

B

*推奨レベル

最良の看護実践ガイドライン (Nursing Best Practice Guideline)
推奨
適切な鎮痛薬の選択
(続き)

*レベル

23. 疼痛の強度に合わせて適切な鎮痛薬の選択についての推奨を行う際には、 B
段階的アプローチを用いる。

n
WHOの除痛ラダー

(WHO Analgesic Ladder) が、慢性の癌性疼痛の

治療において推奨される

n
軽度から中等度の術後痛の薬理学的管理は、アセトアミノフェンまた

はNSAIDから開始する。
ただし、
中等度から重度の疼痛は、
初回はオピオ

イド系鎮痛薬で治療すること。

24. 疼痛の強度に合わせて適切な鎮痛薬の選択についての推奨を行う際には、 C
段階的アプローチを用いる。

n 標準的治療に反応しない疼痛
n 疼痛の複数の原因がある

n 神経障害性および侵害受容性の疼痛の混在
n 薬物乱用歴

25. アセトアミノフェンまたは非ステロイド性抗炎症薬 (NSAID) は、禁忌でな

	い限り、軽度の疼痛の治療および特定の種類の疼痛について、補助鎮痛

A

薬として用いられることを認識する。

26. 補助鎮痛薬は、特定の種類の疼痛の治療における重要な補助である点を
認識する。

B

n
抗けいれん薬や抗うつ薬などの鎮痛補助薬は、
特定の種類の疼痛につ

いて独立した鎮痛剤となる

n
高齢者に抗うつ薬や抗けいれん薬を投与する際には、
著しい抗コリン作

用や鎮静作用の副作用が起きる可能性があるため、特に注意が必要

である

27. オピオイドは、禁忌である場合を除き、中等度から重度の疼痛の治療に
用いる点を認識し、次の各項を考慮に入れる。
n これまでの鎮痛薬の用量
n 過去のオピオイド使用歴
n 投与頻度
n 投与経路

n 副作用の発症および重症度

n 年齢関連の有害作用の可能性
n 腎機能

*推奨レベル

A
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疼痛の評価と管理
推奨
適切な鎮痛薬
の選択 (続き)

28. 重度の疼痛の治療におけるオピオイドの使用においては、次の薬理学的
原則を考慮する。

*レベル
B

n
麻薬拮抗性鎮痛薬 (例：ペンタゾシン) は、
オピオイドとの併用投与はし

ない。
これは、
この組み合わせが退薬症候を引き起こし、疼痛を増大さ
せる可能性があるためである

n
高齢者においては、若年者と比べて一般的に鎮痛薬の血中濃度が高く

なり、作用持続時間が長いため、投与量はより低用量で開始し、増量も
緩やかに行うこと「慎重に漸増」
(
)

n
新生児および月齢6カ月未満の乳幼児においてオピオイドの使用が必

要な場合は、特に注意を払う。局所麻酔薬を含む薬剤の用量は、新生

児の現在の体重または最も適切な体重をもとに慎重に算出すること。
初回用量は推奨最高用量を超えないこと

29. メペリジンは、慢性疼痛の治療においては禁忌である点を認識する。

n
メペリジンは、毒性代謝物のノルメペリジンの蓄積により、発作や情動
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A

不安が引き起こされる可能性があるため、慢性疼痛の治療には推奨さ
れない

n
メペリジンは、急性疼痛の状況下において、それ以外は健康体であっ

て、
かつモルヒネやヒドロモルフォンといった他のオピオイドに異常反応
(すなわち注入部位における局部ヒスタミン遊離)またはアレルギー反応

を示していない者において、
ごく短期間のみ使用してもよい

n メペリジンは、
腎機能障害を有する患者においては禁忌である

オピオイドによる

30. 鎮痛薬の投与は、患者の特性や薬理学的要素 (すなわち作用の持続時

鎮痛の最適化	間、最大効果、
半減期)、薬剤の投与経路に従って適切なタイミングで行

B

う。

31. オピオイドは、作用の持続時間に従った一定のスケジュールで、重度の疼痛
の持続時間に関する予測に従って投与すべきである点を認識する。

A

n
重度の疼痛が術後48時間の間予測されるときは、当該時間内は定期

的投与が必要になる場合がある。術後経過の後期には、
「疼痛時」
を基
準に投与すると有効な場合がある

n
慢性の癌性疼痛の場合、
オピオイドは、
その作用持続時間に従って、
「24

時間」ベースで投与する

n
必要用量が安定している時は、
長時間作用型オピオイドのほうが適切で

ある

*推奨レベル
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推奨
オピオイドによる

*レベル

32. 次の各項に従い、副作用最小限に抑えつつ疼痛を緩和する鎮痛 用量に

鎮痛の最適化	達するよう、疼痛種類別の用量漸増法を原則とする。
(続き)

B

n 疼痛の原因

n 患者の治療反応
n 臨床症状

n 薬剤の併用

n 開始効果および最大効果
n 鎮痛効果の持続時間
n 年齢

n
投与薬剤の既知の薬物動態および薬力学。通常、用量は、慢性疼痛を

有する患者では速効性鎮痛薬を24時間おき、徐放性オピオイド鎮痛薬

を48時おきに増量する。例外は経皮投与のフェンタニルで、
これは3日
おきに貼りかえる。

33. 次の原則に従い、鎮痛薬の定時投与間に生じた痛み (突出痛) を速や
かに治療する。

C

n
術後における突出痛時鎮痛薬は、定時鎮痛薬投与量や、患者の呼吸

数、手術の種類によって異なり、通常はPCAポンプを通してボーラス投
与で行う

n
突出痛時鎮痛薬は、薬剤の最大効果

(po/pr = q1時間、SC/IM = q30

分、IV =q 10-15分) に従って
「疼痛時」に患者に投与する

n
突出痛に対しては、
「24時間」
の定時の製剤と同じオピオイドを用いるの

が最も有効である

n 慢性痛がある患者には、
以下を確保する

		

n 「
の定時投与の間に発現する痛み (突出痛) に対し、
 24時間 (１日) 」

		

n 持
定時 (持続
 続的な癌性疼痛に対する突出痛時の鎮痛薬の用量は、

速効性オピオイドを使えるようにしておく

性) 鎮痛薬の１日(24時間) の総投与量の10～15%としなければなら
ない

		

n 突
 出痛時の鎮痛薬の用量は24時間定期投与量が増量された時に

		

n 突
 出痛に対する鎮痛薬(レスキュー)を1日に２～３回以上投与した場

調整しなければならない。

合や鎮痛効果が不十分な場合は１日の定時鎮痛薬の投与量を調整
する。

34. 鎮痛薬の切り換えを行うときは、薬物間の同等性を確保するため、鎮痛薬

	換算用量表を用いる。鎮痛薬の切り替えをする際に最も安全な方法は、

C

疼痛の状態が安定している場合であれば、
新しい鎮痛薬の用量を半分に
減量することである点を認識する。

*推奨レベル
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推奨
オピオイドによる 鎮痛

*レベル

35. 薬剤を経口摂取できないときは、患者の意向および最も有効かつ最も

C

の最適化 (続き)	侵襲的性が低い経路という点を考慮に入れて、代替の投与経路を確保
しておく。

n
経皮投与の適応としては、
モルヒネアレルギー、不耐性、嘔気および嘔

吐、嚥下困難などがある

n
不耐性の嘔気・嘔吐または嚥下不能がある癌患者、
または疼痛コントロ

ール上効果の変動を避けることが必要な患者には、
オピオイドの皮下持
続注入を検討する

n
特定の代替投与経路を選択する最には、投与薬の費用および送達に

必要な技術 (例：疼痛ポンプ) を考慮に入れる

n 鎮痛剤の間欠皮下注入には、
翼状針の使用を検討する

n
硬膜外アクセスの管理は、適切な資源と専門技能を備えた臨床医が行

わなければならない
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36. 薬物中毒、薬物耐性、薬物依存の差を認識し、
これらが最適な鎮痛の障

A

害とならないようにする。

安全性および有効性の

37. オピオイドの服用患者で、呼吸抑制のリスクがある者のモニタリングを行う。

モニタリング	その際、
痛みのない人がオピオイドを使用したり、
痛みのコントロールに必

要な用量以上に使用したりすると、呼吸の抑制または停止が生じる可能
性がある点を認識する。

n
呼吸抑制は、
オピオイドの用量を適切に漸増した者については、
発生の

頻度は低い。
慢性疼痛または癌性疼痛のコントロールのためにオピオイ

ドの投与を一定期間の間受けている者では、
この症状が発生すること
はまれである

n
呼吸抑制のリスクは、
オピオイドの静脈内投与または硬膜外投与、
急速

な用量の増加、
または腎障害があると増大する

38. 鎮痛薬使用患者では、副作用および毒性についてモニタリングを行う。

	適切な用量の漸増の後にも鎮痛が不十分な場合、およびミオクローヌス

C

や精神錯乱など予防薬が効かない副作用が生じた場合は、
オピオイドの

変更を推奨する。鎮痛薬を小児および高齢者に投与する際は、特に注意
する。

39. 定期的に鎮痛薬を使用したとき、および用量、経路、投与のタイミング

	変更した後に、
鎮痛薬の効果を評価する。
鎮痛が不十分場合には鎮痛薬

C

の変更を提唱 (主張) する。

*推奨レベル
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推奨

*レベル

40.	疼痛のコントロールで効果のないオピオイドを増量する必要のある患者に

ついては、疼痛管理の専門家への紹介を検討する。神経障害性疼痛など
残存している病因その他の疼痛の原因を評価に含める。

オピオイドに多い副
作用の予測と予防

41. オピオイド使用患者では、嘔気や嘔吐、便秘、眠気といった多くみられる副

B

42. オピオイドの副作用をコントロールすることで投薬処方を遵守することが

C

43. オピオイドの副作用を強める次の薬剤を考慮に入れて、副作用の考えうる

A

作用についてモニタリングを行い、適切な予防治療を施す。

できるということを患者へ助言する。

すべての原因を認識し、治療する。
n 鎮静－鎮静薬、
精神安定薬,
n 起立性低血圧–

制吐薬

降圧薬、三環系抗うつ薬
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n
精神錯乱 –フェノチアジン、三環系抗うつ薬、抗ヒスタミン薬、
その他抗

コリン薬

嘔気および嘔吐
44. オピオイド使用患者全員を対象に、嘔気および/または嘔吐を評価し、

C

45. オピオイド系鎮痛薬使用患者に、嘔気、嘔吐が持続する場合は、制吐薬

C

46. 制吐薬は異なる作用機序を有しており、正しい制吐薬の選択はこの症状

C

47. 嘔気・嘔吐の緩和を確認するため、制吐薬の効果について定期的に評価

C

	その際特にその症状と鎮痛薬投与のタイミングとの関連に注意を払う。

	を「嘔気時」
と定時に使用できるよう努める。

	の原因の理解に基づくものである点を認識する。

	し、適切な治療にも関わらず症状が持続する場合は、
より精密な検査を
提唱する。

48. 嘔気・嘔吐がオピオイドに関連していることが確実になり、適切な用量の制

	吐薬でも改善しない場合は、
別の制吐薬への切り換えについて医師に相

C

談する。

*推奨レベル
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推奨

*レベル

便秘

49. 便秘の処置として、禁忌でない限り適切な予防策を講じ、副作用につい
て常にモニタリングする。

B/C

n
オピオイドの定時投与を受ける患者においては、
予防策として緩下剤を

処方し、目指す効果を得るまで増量する(B)

n
浸透圧制緩下剤は便を軟化させ、蠕動を促進するほか、薬の増量にう

まく対処できない者においては効果的な代替薬となる場合がある(B)

n
刺激性緩下剤は、
宿便があるときは禁忌となる場合がある。
経口刺激剤

を再開する前に、
宿便を取り除くため浣腸と坐薬が必要になる場合があ

る(C)

50.	患者の状況 (重度の疾患を有する者では忍容できない場合がある) およ

	び意向を認識しながら、
腸の蠕動運動を高めるような食事療法について

C

個々に助言を行う。
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51. 不耐性の便秘に伴って腹痛および/または嘔吐を呈する者は、至急医師
へ紹介する。

C

眠気・鎮静
52. 一過性の鎮静は頻繁に認められる症状であることを認識し、患者および

	家族・介護者には、
オピオイドの開始や、
その後の増量に伴っての眠気は

C

一般的にみられる症状であることを説明する。

53. 72時間を超えて継続する眠気について、その根本原因を探るため評価を

C

54. 医学的検査、包帯交換などの処置中に起こりうる疼痛について予測し、

C

	行い、眠気を伴う精神錯乱または妄想については医師に報告する。
処置に伴う疼痛の
予測および予防

予防するために薬理的および非薬理的なオプションを

併用する。

55. 痛みを伴う処置における薬理学的管理は、鎮痛薬および/または局所麻酔

	薬が基本であることを認識する。抗不安薬および鎮静薬は痛みに関連し

C

た不安の軽減に使用する。抗不安薬および鎮静薬を単独で使用すると、
疼痛は緩和せず行動反応を鈍くする。

56. 意識下鎮静を行うときは、熟練した監督および適切なモニタリング手続
を確実に施す。

C

*推奨レベル
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推奨
患者および家族の
教育

57. 患者およびその家族・介護者に対して、患者の疼痛およびその治療に用
いられる方策に関する情報を提供し、
その際、
俗説の訂正と、
副作用の予

*レベル
A

防・治療戦略に特に焦点をあてる。

58. 緩和しない疼痛、痛みの変化、新しい疼痛の原因または種類、鎮痛薬の副

	作用について、
速やかに報告することの重要性を患者が理解するよう努め

C

る。

59. 薬理学的疼痛管理法の最適な使用の妨げとなりうる思い込みを減らす

	ため、依存症、耐性、身体的依存の違いを明確にする。

A

n
依存症 (精神的依存) は、身体的依存でも耐性でもなく、慢性疼痛のた

めにオピオイドを使用している患者には滅多にみられない

n
オピオイドを疼痛管理のために慢性的に使用している者は、
耐性の徴候

を示し、増量調節を要する場合がある。
もっとも、耐性は通常は問題に
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はならず、何年も同じ用量の投与を受けることがある

n
オピオイドの長期使用の後、
その必要がなくなった者については、
身体的

依存を原因とする離脱症状を防ぐため、数週間かけて減量をする必要
がある

効果的な記録

60. すべての薬理学的介入を、鎮痛薬の疼痛緩和効果を明確にする、系統的

	な疼痛記録に記録する。
この記録は、鎮痛薬の漸増に関する学際的医療

C

チームの同僚との連絡に用いる。疼痛の日付、時刻、重症度、部位および
種類をすべて記録する。

61. 在宅においては、患者および家族に鎮痛薬の効果を記録する簡易な方法
を提示する。

C

*推奨レベル
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非薬理学的疼痛管理
効果的な記録

推奨
62. 薬理学的方法と非薬理学的方法を組み合わせて、効果的な疼痛管理
を実現する。

*レベル

C

n
非薬理学的な治療法は、
適切な薬理学的管理の代替として使われるべ

きものではない

n
非薬理学的な治療方法の選択は、患者の意向や治療目的に基づいて

行う

n
非薬理学的手法に関して関係しうるすべての禁忌を実施前に検討する

63. 特定の種類の疼痛への有効性が知られている特定の方策、たとえば表面

	温冷罨法、
マッサージ、
リラクゼーション、
イメージ療法、
圧・振動療法など

C

を、禁忌のない限り実施する。
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64. 患者および家族のコーピングを促進するよう心理社会的介入を治療過程

B

65. 心理教育的介入を疼痛治療の全体的計画の一部として実施する。

A

66. 認知行動療法に学際的なリハビリテーションアプローチを組み合わせるこ

A

の早期に実施する。

		とが、非悪性の慢性疼痛の治療における重要な戦略であるということを
認識する。

*推奨レベル
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