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はじめに 
 

１．本事業に取り組む背景 
日本では成人の 4.4 人に 1 人が慢性的な痛みを持っており、そのうち約半数は 5 年以上継続

しているといわれています。しかしながら、慢性疼痛の治療は難しく、医療機関を受診した患

者さんの満足度は低く、痛みはあるが通院を中断している人が多いのが現状です。近年、慢性

疼痛に対して心理・社会的因子の影響が大きいことがわかってきており、それらに踏み込んで

いく心理療法や、リハビリテーションなど多方面からのアプローチが必要とされ、整形外科、

麻酔科、精神科などの複数の医師、看護師、リハビリテーションスタッフ、臨床心理士などで

形成される集学的なチーム医療の実践が急務となっています。 

 

２．本事業の概要 
文部科学省課題解決型高度医療人材養成プログラムとして名古屋市立大学の『慢性疼痛患者

の生きる力を支える人材育成』事業が採択され、今年度で 4 年目を迎えました。この事業で

は、慢性疼痛を深く理解し、苦悩する患者さんを援助することのできる多職種の医療人の養成

に取り組んでおります。 

また、附属病院には、多職種で集学的に慢性痛に対応する「いたみセンター」を設置しまし

た。これにより集学的なチーム医療が実践でき、1 人でも多くの患者さんによりよい治療の提

供ができると考えております。この取り組みが他の地域でも展開されるよう、その成果を広く

発信して参ります。 

 

３．本報告書に含まれている内容 
本報告書には、令和元年度に実施した事業の取り組みについての実績報告をはじめ、本事業

をより詳しくご理解いただくための資料として、文科省に提出している本事業の申請書、調

書、定期的に開催している運営委員会の議事録要約、平成 29 年度に附属病院に開設された

「いたみセンター」の紹介、実施計画書、そして実際の講義で使用されたスライドの一部等を

掲載しております。さらに今年度においては、「慢性疼痛の脳科学を臨床に活かす」を開催して

おりますので、そちらの資料も掲載しております。本書が本事業の取り組みについて皆様によ

り深くご理解いただくための一助となれば幸いです。 

また、下記 web サイトにおいても当事業詳細を公開しております。本報告書と合わせまして

ぜひご覧ください。 

 ・名古屋市立大学「慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成」ホームページ 

  http://ncu-itami.com/ 

 ・名古屋市立大学病院「いたみセンター」ホームページ 

https://w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp/section/central/pain-42453/ 

 
 

 

令和 2 年ｘ月 

名古屋市立大学大学院医学系研究科 

慢性疼痛人材育成運営委員会 
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令和元年度報告書刊行にあたって 

-プロジェクトリーダーからのご挨拶- 
 

 

 

本報告書は、平成 28 年度に採択されました文部科学省の大学教育再生戦略推進費・課題

解決型高度医療人養成事業「慢性の痛みに関する領域」の 4 年目、つまり令和元年度の活動

内容の成果になります。 

 

慢性疼痛はわが国の成人の 15-40％にみられ、さまざまな側面に影響を与えるため、社会

的損失が極めて大きな疾患であることが知られており、最近報告されたわが国の健康損失に

おいても上位に位置しています（Nomura S et al, Lancet 2017）。一方では、急性痛に有効

な一般的な薬物療法が奏功しないことも多く、現時点において確立された標準治療はありま

せん。さまざまな研究報告で、有効な治療法として、一部の抗うつ薬や多職種リハビリテー

ション、認知行動療法などの有効性が示唆されていますが、慢性疼痛の治療に際しては、心

理社会的要因を考慮した集学的治療が必要であることが明らかになっています。 

 

文部科学省による本事業は、全国の大学・大学病院における人材養成機能を一層強化し、

我が国が抱える医療現場の諸課題等に対して、科学的根拠に基づいた医療を提供でき、健康

長寿社会の実現に寄与できる優れた医療人材を養成することを目的としています。私ども名

古屋市立大学は「慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成」というプログラムで慢性疼痛

に対する医療人養成の事業を採択していただきました。本事業では、医学部、薬学部、看護

学部に加え人文社会学部を併せ持つ名古屋市立大学の総合大学としての特徴を生かし、慢性

疼痛に大きな影響を与える心理社会的側面に焦点をあて、多職種アプローチと精神療法をは

じめとする精神心理的アプローチを 2 本の柱とした人材育成プログラムを編成しておりま

す。 

 

4 年目となる本年度は医学部のカリキュラム再編などの影響を受けたこともあり、当初予

定しておりました全てのコースが予定通り進捗したわけではありませんが、学部生を対象と

した医学+行動科学モデルに基づいて患者を理解する 4 つのコースのうち 3 つと、医療者を

対象とした本モデルに基づいた医療を実践する 2 つのコース、全 5 つのコースがほぼ順調に

開始され、進んできております。これらコースに関しては、外部評価においても概ね優れて

いるとお褒めの言葉をいただき、また文部科学省による中間評価でもいくつかのご指摘をい

ただきましたが、事業継続の許可をいただきました。 

少し具体的に内容をご紹介いたしますと医・薬・看の 1 年生を対象とした早期学習コース

では、医療系 3 学部連携チームによる地域参加型グループ学習で、地域医療施設において患

者の「痛み体験」を理解することを目的としたカリキュラムになっています。昨年度は実習

協力施設が少なかったこともあり、本コースについては予定通りすすめることができません

でした。医学部 2,3 年生を対象とした基礎医学コースでは、神経系を専門とする基礎系教授

陣による系統講義により、慢性疼痛の生物学的メカニズムを理解するコースとなっており、

今回も講義内容がよりブラッシュアップされました。医、薬の 4 年生、看護の 2 年生を対象

としたベーシックコースでは、医学・行動科学専門の医/薬/看/心理の講師陣による講義（3

学部）とグループ学習（医学部）によって、慢性疼痛の医学+行動科学モデルに基づき患者

さんを理解することを目的としたカリキュラムになっており、それを継続しております。医

学部 4 年生を対象としたカリキュラムについては、世界医学教育連盟グローバルスタンダー

ドに準拠した教育プログラムの「行動科学」を念頭に再編し、今回は日本医学教育評価機構

の分野別認証を受審することができました。医、薬 5 年生を対象としたアドバンスコースで

は、附属病院のいたみセンターや緩和ケアセンターでの臨床実習により、慢性疼痛管理/心理

療法/多職種緩和ケアチームを体験いたします。このコースもカリキュラム再編により、より



充実した内容になっております。このように、学部生を対象とする 4 コースは、多職種で関わ

ることと心理的要因の重要性を理解する段階的なカリキュラムとなっております。医療スタッ

フを対象とする 2 つのコースのうちの 1 つ多職種スタッフ養成コースでは、医師・看護師・薬

剤師・心理士・理学療法士・作業療法士を対象として、「名古屋市立大学医療・保健学びなお

し」講座により、慢性疼痛の医学+行動科学に基づいた多職種アプローチを習得いたします。

本年度も「痛み」そのものを主たるテーマとした講座となりました。エキスパート養成コース

では、慢性疼痛に対する心理療法が提供できる心理士の養成を行っており、このコースで学ん

でいる心理士はマスメディアに取り上げられるまでに成長しております。 

 

名古屋市立大学で実施する本事業を通して、複雑な慢性疼痛を理解し、適切な医療を提供で

きる医療人を養成して参ります。次年度が 5 年目と最終年度になりますが、引き続き今後の人

材育成プログラムのより一層の充実のためにご助言、ご支援を賜れますと幸甚に存じます。 

 

 

 

 

名古屋市立大学大学院医学研究科 精神・認知・行動医学分野 教授 

名古屋市立大学病院 こころの医療センター、緩和ケアセンター センター長 

明智龍男 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 

「慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成」 

事業実績報告  



 

令和元年度事業計画 
 今年度は以下の通りの事業計画に基づき、事業を行いました。 

① 4 月 全６コース第３期開講 

② 4 月～3 月 運営委員会による事業の見直し（年複数回） 

③  11 月 運営委員会による中間報告 

④ 12 月 慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢性 

        疼痛に対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコース） 

        第 4 期履修希望者募集・選定 

⑤ 2 月 次年度授業スケジュール確定 

⑥ 3 月 痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、 

     疼痛科学・行動科学基礎医学コース。疼痛科学・行動科学ベーシックコー 

スおよび疼痛科学・行動科学アドバンスコース第 4 期履修説明 

⑦ 3 月 令和元年度実施報告書および令和２年度実施計画書作成 

⑧ 3 月 内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実績報告 
 上記①～⑧の事業計画に基づき、今年度の実績を以下に報告致します。 

 

 

① 全６コース第 3期開講 
１） 医療系学部連携チームによる早期学習コース【資料６－１】 

[受入目標人数：30 名 → 実受講人数：0 名] 

【概要】 

早期より、多職種によるチーム医療の重要性やコミュニティーにおける慢性疼痛のあり方を

理解できることを目標とする。 

医薬看 3 学部で行っている「医薬看連携地域参加型学習（コミュニティー・ヘルスケアプロ

グラム）」を活用し、医薬看 3 学部学生で編成されたグループによるアクティブラーニング

を行う。 

【実績・成果】 

担当教員の急な退職により、受入れ人数がゼロとなり希望者の募集ができなかった。担当教

員の退職後に、公募を試みたが、応募がなかった。 

【今後の展望】 

すでに次期担当者を設定したので、公募に向けて活動を再開する。また、「医薬看連携地域

参加型学習（コミュニティー・ヘルスケアプログラム）」参加者全員に対する、アクティブ

ラーニング（Case Based Learning など）を検討中である。 

 

 

 

 



 

 

２） 基礎医学コース 

[受入目標人数：97 名※ → 実受講人数：198 名(2年生 106 名、3 年生 92 名) ] 

※H30 年度以降目標人数：194 名 

【概要】 

医学生として、痛みに関連する基礎医学を理解し、説明できるようになることを目標とす

る。 

【実績・成果】 

・解剖学、生化学、薬理学、生理学の各分野の講師（医学部基礎医学教員、薬学部教員、い

たみセンター教員）により痛みに関する講義（4 コマ）を行い、筆記試験に全員合格した。 

・痛みに関する生理学的な実験実習（1 コマ）を行い痛み関連受容体に関する基礎知識を能

動的に理解できた。 

・医学生として痛みに関連する基礎医学を理解し説明できるようになった。 

【今後の展望】 

講義と実験実習は昨年度同様に計画し、シラバスを作成し、学生に周知した。筆記試験よ

り、講義は 4 コマで十分に痛みに関する基礎知識を習得できていると判断している。引き続

き、多様な職種での講義を計画している。 

 

 

 

 

３） 臨床ベーシックコース 

[受入目標人数：229 名 → 実受講人数：332 名（医学部 3 年生 92 名、薬学部 2 年生 

95 名、薬学部 4 年生 62 名、看護学部 2 年生 83 名）] 

【概要】 

臨床における慢性疼痛の基礎知識を理解し、説明できるようになることを目標とする。ま

た、痛みの評価方法を理解し、実践できるようになることを目標とする。 

【実績・成果】 

・医学部 3 年生（申請時は 4 年生で予定）では、参加型学習を取り入れた講義 6 コマを行っ

た。ペーパーテストにより知識を評価し、参加型学習では観察評価を行った。 

・薬学部では、2 年生「緩和医療における薬剤師の役割と地域医療」4 コマ、2 年生「麻薬性

鎮痛薬の薬理作用・非ステロイド性抗炎症薬の薬理作用」2 コマ、4 年生「緩和医療に関す

る講義（1 コマ）を行い、ペーパーテストにより知識を評価した。 

・看護学部 2 年生では、麻酔科医師による痛み関連講義（2 コマ）を行い、ペーパーテスト

により知識を評価した。 

・以上により、臨床における慢性疼痛の基礎知識を理解し、説明できるようになった。ま

た、痛みの評価方法を理解し、実践できるようになった。 

【今後の展望】 

今後慢性疼痛を理解した医療人を育成するために必要な履修内容をさらに検討し、薬学部で

は講義コマ数を増加したが、講義内容を再検討し、学生の理解が深まるようにする。医学

部、薬学部では、シラバスを作成した。薬学部 3 年生における実習に、痛み関連を入れるこ

とを検討していく。看護学部において講義数を増加と内容の充実を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 



４） 臨床アドバンスコース 

[受入目標人数：102 名 → 実受講人数：138 名(医学部 102 名、薬学部 36 名)] 

【概要】 

慢性疼痛患者の病態を理解し、様々な治療法の中から患者に適した方法を選択ができるよう

になることを目標とする。 

【実績・成果】 

・本学のカリキュラムの変更により、医学部 5 年生で行う予定であった臨床実習が、令和 2

年 1 月より開始しており、現在進行中である。術後疼痛管理チームに参加し、討論を通して

慢性痛への移行予防の重要性を理解させる。いたみセンター外来では、慢性痛患者に対する

多職種チーム医療を見学した。また痛みセンターカンファレンスに出席し、慢性痛患者の生

物・心理・社会モデルによる問題点に関して意見を発表させ、観察評価している。また、痛

みの侵襲的的治療として、エコーガイド下神経ブロックの実習を行っている。緩和ケアチー

ムの実習ではグループで担当症例をレポートにまとめて、討論を行い指導者が観察評価して

いく。そのほか、Objective Structured Clinical Examination でも学生の教育効果を評価

していく。 

・薬学部 5 年生の実習では、本学薬学部（30 名）のほか、名城大学 3 名・鈴鹿医療科学大学

1 名・金城学院大学２名（計 36 名）が、いたみセンターの多職種カンファレンスに参加し、

討論に参加した。カンファレンス参加者による観察評価を行った。全ての受講者は、生物

的・心理的・社会的要因を含めた統合的疼痛管理の重要性を理解し、患者に適した質の高い

慢性疼痛治療を選択するための実践的な知識を得ることができた。 

・本プログラムを通して、多職種連携教育を実践でき、慢性痛に対する多職種連携チームの

形成の基礎を作れた。 

【今後の展望】 

令和 2 年 1 月から、新カリキュラムとなり、麻酔科の実習が 2 週間から 4 週間となり、ま

た、いたみセンターにおける実習期間を増加させたため、痛みに関する実習を充実できてい

る。医学部の学生による慢性痛初診の診察補助を加え、より実践的に実習を行う。また、痛

み感覚実習を通して、痛みの感覚的・情動的、主観的な特徴を理解させる。カンファレンス

では医学部の学生に慢性痛初診担当患者の症例提示を行わせ、患者の問題点や治療方法を考

えさせる。薬学部の学生には、カンファレンスで発言する機会を設け、積極的にチーム医療

へ参加を促す。より、多職種連携教育を実践していく。新カリキュラムが一通り終了後、そ

の効果の検証を行う予定しており、プログラムの改善に役立てる。 

 

 

 

５） 多職種医療スタッフ養成コース 

[受入目標人数：35 名 → 実受講人数：32 名 ] 

【概要】 

慢性疼痛を理解し、さまざまな場面で痛みに対応できる多職種の医療人を育成することを目

標とする。 

【実績・成果】 

・講義終了後に毎回、テーマに沿った小レポートを記載しもらっている。講義担当者がレポ

ートの内容を確認し、理解の程度を評価している。また、講義中あるいはレポート記載終了

後には、知識の理解を深めるため、自由質問・討論の時間を設けている。 

・慢性疼痛を深く理解できる医療人として必要な、慢性疼痛の基礎から最新の治療まで幅広

い知識を身につけるとともに多職種チーム医療の重要性を理解させることができた。 

・昨年度のプログラム内容は、重要な項目が多く含まれていたため、内容を変更しないで本

年度も提供した。そのため、受講者数が伸び悩んだ。 

【今後の展望】 

新たな受講生発掘が必要である。大学病院薬剤部を通してできるだけ早期に、薬剤師会、臨

床工学技士会など多様な団体への案内を行う。 



 

 

６） 認知行動療法エキスパート養成（インテンシブ）コース 

[受入目標人数：2 名 → 実受講人数：1 名 ] 

【概要】 

エビデンスの確立した慢性痛の治療として、認知行動療法、運動療法、多職種による集学的治

療が知られているが、認知行動療法は他の 2 つの治療にも組み込まれており、慢性痛の治療に

おいて必須の要素と言える。本コースの目的は慢性痛の認知行動療法を含む心理面の専門家を

養成することであり、慢性痛および認知行動療法の専門家による実践的指導で構成されてい

る。 

【実績・成果】 

・受講者が実際に患者を治療する治療セッションに指導者が同席するか、または受講者が指導

者に対して治療セッションの内容・経過をプレゼンテーションすることで、指導者によるスー

パービジョンを行っている。また、実際の治療において縦断的に症状評価尺度にて患者の症状

評価を行い、治療前後で症状が改善したことを確認している。 

・慢性疼痛に対する認知行動療法について、複数のタイプの認知行動療法（従来型認知行動療

法である第 2 世代認知行動療法、およびアクセプタンス＆コミットメント・セラピー等の第 3

世代認知行動療法）に関する知識を習得し、慢性疼痛の患者、または慢性疼痛に類似する病態

の患者に実際に実施している。また、認知行動療法に限らず、他の心理療法も必要に応じて患

者の病態に合わせて選択し、実施している。 

・本年度は、名古屋市立大学病院ホームページ、愛知県臨床心理士会などを通じて広く受講希

望者を募集したが、臨床心理士の応募がなく、受講者は目標人数２名のところ精神科医１名で

あった。 

・上記のコース受講者以外に、精神科医１名が希望して慢性痛に対する認知行動療法を見学

し、名古屋市立大学病院いたみセンターにおける毎週の多職種カンファレンスに継続的に出席

し、慢性痛の多職種アプローチについて学習を継続している。 

【今後の展望】 

引き続き、臨床心理士の受講希望者を募集していくとともに、実践的な内容を充実させてい

く。 

 

 

 

② 運営委員会による事業の見直し（年複数回）【資料４】 
【概要】 

毎月運営委員会を開催し、事業の進捗状況を確認している。治療プロトコルや指導マニュア

ル、教育プログラムの改善などを図る。学会やメディア活動、事業のホームページの更新

等、本事業の対外的な情報発信も適宜検討・実施している。同時にいたみセンターの活動報

告も委員会で共有し、状況の把握に努めている。 

【実績・成果】 

毎月運営委員会を開催し、本委員会において適宜進捗状況を確認しながら準備を進めたた

め、順調に完了したといえる。また本委員会での議論の結果、年度当初の計画にはなかった

企画（講演会開催）を立ち上げ、事業の発展に大きく貢献した。また書籍作成については現

在作成中で発刊は令和２年中を予定している。 

毎月１回委員会を実施したことによって、事業関係者が積極的に事業運営に携わる当事者意

識を維持できた。 

【今後の展望】 

次年度も継続して、原則月１回運営員会を開催し、リアルタイムでの事業改善に努めてい

く。今年度事業が順調に進行したため、次年度は最終年度として更なる事業の発展に向けた

議論に注力していく。 



 

③ 運営委員会による中間報告【資料４】 
【概要】 

事業見直しの結果等を踏まえて運営委員会による中間報告を行う。 

【実績・成果】 

昨年度より毎月の運営委員会に加え、中間報告も 10 月に行っている。 

中間報告を行うことで残りの期間ですべきことが明確になり事業運営がより順調に進行でき

た。 

【今後の展望】 

次年度以降も毎月の運営委員会に加え中間報告を行うことで進捗状況管理を徹底する予定。 

 

 

 

④ 慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢

性疼痛に対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコ

ース）第 4期履修希望者募集・選定 
【概要】 

多職種医療スタッフ養成コースは、名古屋市立大学の学びなおし講座の枠組みを利用した社

会人教育のコースであり、慢性痛のチーム医療に参加する医療スタッフの養成を目的として

いる。また、認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコース）は慢性痛の認知

行動療法を含む心理面の専門家の養成を目的としている。 

翌年度の両コースの履修希望者募集・選定を行う。 

【実績・成果】 

令和 2 年度の多職種医療スタッフ養成コースは、昨年度に引き続き名古屋市立大学の学びな

おし講座の春学期（4 月～7 月）にて「痛みの診療最前線 カラダとココロの両面からのア

プローチ」として全 15 コマの講義・実習を予定している。例年どおり３月に履修希望者の

募集・選定を行う。 

また令和２年度の認知行動療法エキスパート養成コースについては履修希望者の募集を行

い、２名について現在募集中である。 

【今後の展望】 

多職種医療スタッフ養成コースは、今後も学びなおし講座の枠組みを利用する予定である。

エキスパート養成コースも今後も継続的に履修希望者を募集していく。 

 

 

 

⑤ 次年度授業スケジュール確定 
【概要】 

事業見直しの結果や中間報告等を踏まえ、令和 2 年度全 6 コースの授業スケジュールを確定

する。 

【実績・成果】 

医学部、看護学部、薬学部の学生向けコースは、令和２年度の授業スケジュールについてシ

ラバスに掲載した。多職種医療スタッフ養成コースは、来年度も開催を決定し、「痛みの診

療最前線 カラダとココロの両面からのアプローチ」とした。現在、内容を検討しており、

近くシラバスを完成予定である。認知行動療法エキスパート養成（インテンシブ）コース

は、来年度のスケジュールを決定し、受講者に説明を行った。 

【今後の展望】 

次年度の授業スケジュールを策定する際にも、本年度の授業内容、評価等を踏まえて、改善

を行っていく。 



 

⑥ 痛みを理解するための医療系学部連携チームによる早期学習コース、疼

痛科学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコー

スおよび疼痛科学・行動科学アドバンスコース第 4期履修説明 
【概要】 

令和２年度痛みを理解するための医療系学部連携チームによる早期学習コース、疼痛科学・

行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースおよび疼痛科学・行動科学

アドバンスコースにつき説明を行い、該当学生の履修に関する理解を図る。 

【実績・成果】 

医学部、看護学部、薬学部の学生向けコースは、令和２年度の授業スケジュールについてシ

ラバスに掲載し、学生に公開済みである。疼痛科学・行動科学アドバンスコースについて

は、説明会を開催し、より詳細に説明を行った。 

【今後の展望】 

次年度以降の履修説明についても上記と同様に行う予定。疼痛科学・行動科学アドバンスコ

ースについては、より学生に目的を理解させるため、単なる説明会ではなく講義とすること

を検討する。 

 

⑦ 令和元年度実施報告書および令和 2年度実施計画書作成 
【概要】 

令和元年度実施報告書および令和 2 年度実施計画書を作成する。 

【実績・成果】 

令和元年度実施報告書は本書の通りであり、プログラムの実績報告をはじめ、いたみセンタ

ーの活動実績、運営委員会の議事録、各コース講義で使用されたポスター、スライド等、今

年度の事業実績が十分にわかる報告書を作成できた。また、令和 2 年度実施計画書について

は今年度の事業の見直しを踏まえ、次年度の計画を策定した。 

【今後の展望】 

今年度の報告書及び次年度計画書は広く本事業の成果を周知することを目的とし、約 100 部

製本し、事業協力者、関係者の方々に配布する他、PDF 版を事業ホームページにて公開す

る。次年度以降も事業成果を広く周知していくため、毎年度継続して報告書を作成・配布し

ていく。 

 

⑧ 内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価 
【概要】 

内部評価委員会及び外部評価委員会による事業評価を実施し、客観的な事業の評価を受け

る。ｚ 

【実績・成果】 

令和 2 年 2 月に内部評価委員会を開催し、名古屋市立大学教授、看護部長、医学・病院管理

部長から事業評価をいただいた。 

令和 2 年 3 月に外部評価委員会を開催し、信州大学医学部附属病院、神戸学院大学の先生方

より事業評価をいただいた。 

内部・外部共に、全６コースの開講状況を踏まえ高評価をいただいた。来年は最終年度とし

て書籍の発刊等も含め事業の取り組みに期待しているとのご意見を頂戴した。 

【今後の展望】 

客観的な事業評価を受ける重要性は高く、ご指摘いただく事項は事業の改善に大いに有用で

あるため、今後も毎年度 1 回ずつ、内部・外部評価委員会を開催していく。今年度の評価委

員会において受けた評価の結果は真摯に受け止め、次年度以降の事業改善に活用していく。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料１】 
平成２８年度大学教育再生戦略推進費 

「課題解決型高度医療人材養成プログラム」 

申請書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【様式１】

（１）事業の全体構想

　①事業の概要等

申請担当大学名
（連携大学名）

事業名
（全角20字以内）

テーマ

平成２８年度大学教育再生戦略推進費
「課題解決型高度医療人材養成プログラム」

申請書

名古屋市立大学

慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成

申請区分 単独事業
②慢性の痛みに関する
領域

〈テーマに関する課題〉
　慢性疼痛の生物学的メカニズムが徐々に明らかになりつつある。通常の薬物療法など身体的治
療の有用性に限界があることや安易なオピオイドの使用など薬物の不適切使用の問題なども示さ
れてきている。慢性疼痛に対する有効な治療法として高いエビデンスレベルで示されているもの
は認知行動療法をはじめとする精神心理的介入およびこれを含んだ多職種アプローチであること
から、慢性疼痛を有する患者をマネジメントする医療者にはこれら幅広い領域の知識および専門
的技術の修得が望まれる。
　慢性の痛み対策については、平成22年に厚労省から「今後の慢性の痛み対策について」と題す
る提言があり、その中にも精神心理的アプローチの重要性が強調されている。しかしこの点に留
意した慢性疼痛の統合的治療に関してのカリキュラムは存在せず、またこのような視点から治療
を実践できる医療人はきわめて少ないのが現状である。加えて、難治性の慢性疼痛に苦悩する患
者を支える医療者としては、症状を軽減するのみならず、病と共存することの援助者としての高
度医療人も必須である。

〈事業の概要〉（４００字以内厳守）
　慢性疼痛を深く理解し、苦悩する患者を援助することのできる多職種の医療人を養成するため
に、本事業では、以下の6つの人材養成プログラム・コースを構築する。
1.地域医療施設での早期学習コース（医学部、薬学部、看護学部1年生によるグループ学習）
2.慢性疼痛の生物学的メカニズムを理解する基礎医学コース（医2、3年生）
3.精神心理的要因を含めた学際的理解をするベーシックコース（医、薬4年生、看2年生）
4.多職種による統合的治療の基礎を習得するアドバンスコース（医、薬5年生）
5.多職種医療スタッフ養成コース（医師、心理士、看護師、薬剤師、理学療法士）
6.精神心理的な介入を提供できるエキスパート養成コース（医師、心理士、専門看護師）

事業の構想等

１．事業の構想　※事業の全体像を示した資料（ポンチ絵Ａ４横１枚）を末尾に添付すること。
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　②大学・学部等の教育理念・使命（ミッション）・人材養成目的との関係

　③新規性・独創性

　④達成目標・評価指標

●多職種による精神心理的要因を考慮した統合的疼痛管理手法の体系化
　痛みの神経科学的なメカニズムなど生物学的な機序は徐々に解明されているなかで、慢性疼痛
に対する治療法としては薬物療法などの身体的治療の効果は限定的である。より効果のあるもの
は、医師、看護師に加え、心理士や理学療法士などによる多職種アプローチおよび認知行動療法
をはじめとする精神心理的な治療であることが明らかにされている。
　今回の人材養成プログラムにおいては、慢性疼痛の科学的な理解のみならず、多職種による
チームアプローチ及び精神心理的な視点など実践的な治療に結びつく幅広い知識、技能の修得を
可能としている点に最大の特徴がある。
　また、今回の事業の独創的な点は、付属病院内に「統合的痛み治療センター」を開設し、症状
軽減を目指す精神心理的アプローチ（認知行動療法）に加え、難治症例に対して病との共存を目
指す新たな精神心理的アプローチ（マインドフルネス認知療法、アクセプタンス＆コミットメン
ト・セラピー）を実践できる専門的医療人を養成することを意図した点が独創的である。
　医学部、薬学部、看護学部、人文社会学部（心理学科）を擁する総合大学であり、また麻酔
科、リハビリ分野に多くの慢性疼痛の専門家を、そして精神医学分野に多彩な心理療法の専門家
を、さらにはがん患者に対する全国屈指の多職種緩和ケアチームを有する名古屋市立大学でしか
達成できない事業である。

●医学部・薬学部・看護学部学生および病院に勤務する医師、看護師、薬剤師等の医療スタッフ
が、急性の痛みのみならず慢性疼痛の発現メカニズム、慢性化に関与する精神心理的背景、その
マネジメントおよびケアの原則、そして多職種スタッフによるチーム医療の重要性などを学ぶこ
とができる。
●慢性疼痛に対する専門的な精神心理的アプローチを提供できる精神科医、臨床心理士、看護師
を養成することができる。
本事業に際して、医学部学生約400名、薬学部生約200名、看護学部生約300名、病院に勤務する医
師40名、看護師40名、薬剤師40名、他メディカルスタッフ20名の医療スタッフが慢性疼痛の教育
プログラムを受講することを目標とする。また専門的な精神心理的アプローチを提供できる精神
科医4名、臨床心理士4名を養成することを目標とする。
●慢性疼痛に対する教材（カリキュラム、シラバス）を作成する。
●全国への普及の一助として、慢性疼痛に対する精神心理的アプローチの治療マニュアルおよび
指導マニュアルを作成する。

　名古屋市立大学医学部では、ディプロマポリシーとして達成すべき7項目を掲げている。そのな
かでも「患者さんとのコミュニケーションをとることができ、患者さんの立場に立った説明を行
うことができること」、「医師、コメディカルスタッフとの良好な協力のもとに医療を行う準備
ができていること」は本プログラムと深い関係にある。
　また本学のアウトカム基盤型のカリキュラムポリシーは1.科学としての医学、2.医療の安全と
技能、3.社会と医学、4.医師としての姿勢と素養、の4領域を習得することを目標としているが、
本プログラムは上記4領域すべてに関連しており、本学の教育理念によく合致した内容である。
　また、本学では、未来をグランドデザインする「名市大未来プラン」を策定しており、大学院
医学研究科では「人の優しさと未来を育む医学部・医学研究科」という目標のもと、「多職種が
恊働して実践する未来型医療の視点を持つ人材を育成する」ことを主要な未来像としており、医
学研究科の掲げる理念とも合致している。加えて名古屋市立大学薬学部のカリキュラムポリシー
の「チーム医療に貢献できる薬剤師を養成するため、医学部、看護学部、付属病院と連携した教
育を実施する」、および看護学部の同ポリシー「広い視野で多元的に思考できる能力と豊かな人
間性を育む」にも合致している。また、薬学部における、本学が準備する「3割程度カリキュラ
ム」に関しては、1年生の医療系学部連携チームによる早期学習コースのグループ学習の研究発表
および5年生のアドバンスコースが独自のカリキュラムにあたる。
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（２）教育プログラム・コース　→　【様式２】

２．事業の実現可能性

（１）事業の運営体制

　①事業の実施体制

　②事業の評価体制

　名古屋市立大学学長を事業統括者とし、本事業の主要メンバーおよび運営に際して重要な事務
事項を扱うメンバーから構成される運営委員会を設置する。具体的には、本事業のカリキュラム
やコースに直接関与する教員に加え、名古屋市立大学事務局、名古屋市立大学医学部事務室、名
古屋市立大学病院事務課の関係職員も参加する。運営委員会は医学部、薬学部、看護学部におけ
るカリキュラムや病院スタッフに対する教育プログラムの企画などに関して緊密な連携を行い、
定期委員会を開催する。また教育用資料として作成する慢性疼痛に対する精神心理的アプローチ
に関する治療マニュアルおよび指導マニュアルに関しては、上記運営委員会以外の国内外の専門
家から広くアドバイスを求めながら作成をすすめる。
　なお、名古屋市立大学では「文部科学省　未来医療研究人材養成拠点形成事業」を実施してお
り、本事業とも協力する。

　オピオイドの適切な使用法をはじめとした慢性疼痛治療における最適な薬物療法を実践してい
る大学および、さまざまな疾患に対して認知行動療法やマインドフルネス認知療法、アクセプタ
ンス＆コミットメント・セラピーを実践している大学と連携する。またがん専門施設として多職
種による緩和ケアチーム活動をけん引しているがん専門病院と連携する。
　運営委員会では定期的にＴＶ会議システム等による運営会議を開催するとともに、連絡会議を
随時行う。また、連携機関からは専任講師を招いて、慢性疼痛に対するこれら精神心理的アプ
ローチのエビデンス、背景理論、治療のメカニズムなどの教育プログラムを提供していただくと
もに、専門的医療人の養成に際して治療のスーパービジョンに従事していただく。

※本事業において、新たな取組や計画がない場合は、記入不要です。

　⑤キャリア教育・キャリア形成支援(男女共同参画,働きやすい職場環境,勤務継続･復帰支援等も含む。)

　プログラム参加者による評価をカリキュラム、教育プログラムでは実施するほか、毎年度実施
計画書および実施報告書を作成し、別途設置する内部評価委員会により事業評価を行う。また、
多職種の専門家により構成される外部評価委員会を設け、事業内容や実施可能性などについて年
１回評価を受ける。事業の予定通りの実施が困難な場合等は、事業実施者は運営委員会にて協議
し事業の見直しを行うこととする。

　③事業の連携体制（連携大学、自治体、地域医療機関、民間企業等との役割分担や連携のメリット等）
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（２）事業の継続・普及に関する構想等

　①事業の継続に関する構想

　②事業の普及に関する計画

３．事業実施計画

（１）事業実施計画

２９年度

①　4月　全６コース第1期開講
②　4月～3月　運営委員会による事業の見直し（年複数回）
③　9月　運営委員会による中間報告
④　12月 慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢性
　　　　 疼痛に対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコース）
　　　　 第2期履修希望者募集・選定
⑤　2月　次年度授業スケジュール確定
⑥　3月　痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、疼痛
　　　　 科学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースお
　　　　 よび疼痛科学・行動科学アドバンスコース第2期履修説明
⑦　3月　平成29年度実施報告書および平成30年度実施計画書作成
⑧　3月　内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価

２８年度

①　7月　医学部カリキュラム編成ワーキンググループ（WG）の結成およびスタート
　　　　 アップミーティング開催
　　　　 大学病院統合的痛み治療センター設立に向けてのWGの結成およびスタート
　　　　 アップミーティング開催
②　8月　「慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成」運営委員会設立
③　8月～3月　教育プログラム作成
④　12月 慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢性
　　　　 疼痛に対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコース）
　　　　 履修希望者募集・選定
⑤　2月　次年度授業スケジュール確定
⑥　3月　痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、疼痛
　　　　 科学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースお
　　　　 よび疼痛科学・行動科学アドバンスコース履修説明
⑦　3月　平成28年度実施報告書および平成29年度実施計画書作成
⑧　3月　内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価

●医学部・薬学部・看護学部において今回編成されたのカリキュラムの内容を継続する。
●附属病院内の「統合的痛み治療センター」も存続させ、多職種によるチーム医療の実践の場と
して継続的に活用する。
●雇用した心理士も継続して病院内で医療心理士として活動予定とする。

　慢性疼痛に対する多職種チームアプローチの重要性を理解し、精神心理的な側面の理解を促進
する教材を作成する。また精神心理的アプローチに関しては、治療技法および指導方法をマニュ
アル化する。これらを通して、慢性疼痛を有する患者の全人的な理解をすすめ、治療技法の全国
への均てん化を図る。加えて、名古屋市立大学に本事業に関してのホームページを設け、ホーム
ページ上でこれらを公開することにより全国の大学や病院への普及を推進したい。さらに希望が
あれば各コースの講義をインターネット会議システムを用いて他大学へネット中継することも検
討する。加えて、公立大学協会を通じて他の公立大学への普及を働きかける予定である。その他
にも、学会やメディア活動を通して本事業および作成された教材、精神心理的アプローチの治
療・指導マニュアルの広報を行いたい。
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①　4月　全６コース第4期開講
②　4月～3月　運営委員会による事業の見直し（年複数回）
③　9月　運営委員会による中間報告
④　12月 慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢性
　　　　 疼痛に対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコース）
　　　　 第5期履修希望者募集・選定
⑤　2月　次年度授業スケジュール確定
⑥　3月　痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、疼痛
　　　　 科学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースお
　　　　 よび疼痛科学・行動科学アドバンスコース第5期履修説明
⑦　3月　平成32年度実施報告書および最終報告書作成
⑧　3月　内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価

３３年度
[財政支援
終了後]

各年度に開催された内部・外部評価委員会の評価を踏まえ、各コースの研修内容を見
直したうえで、財政支援終了後も事業は継続する。

①　4月　全６コース第5期開講
②　4月～3月　運営委員会（年複数回）
③　12月 慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢性
　　　　 疼痛に対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコース）
　　　　 次年度履修希望者募集・選定
⑤　2月　次年度授業スケジュール確定
⑥　3月　痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、疼痛
　　　　 科学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースお
　　　　 よび疼痛科学・行動科学アドバンスコース次年度履修説明
⑦　3月　当該年度実施報告書作成
⑧　3月　内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価

３０年度

３１年度

①　4月　全６コース第3期開講
②　4月～3月　運営委員会による事業の見直し（年複数回）
③　9月　運営委員会による中間報告
④　12月 慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢性
　　　　 疼痛に対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコース）
　　　　 第4期履修希望者募集・選定
⑤　2月　次年度授業スケジュール確定
⑥　3月　痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、疼痛
　　　　 科学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースお
　　　　 よび疼痛科学・行動科学アドバンスコース第4期履修説明
⑦　3月　平成31年度実施報告書および平成32年度実施計画書作成
⑧　3月　内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価

①　4月　全６コース第2期開講
②　4月～3月　運営委員会による事業の見直し（年複数回）
③　9月　運営委員会による中間報告
④　12月 慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢性
　　　　 疼痛に対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコース）
　　　　 第3期履修希望者募集・選定
⑤　2月　次年度授業スケジュール確定
⑥　3月　痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、疼痛
　　　　 科学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースお
　　　　 よび疼痛科学・行動科学アドバンスコース第3期履修説明
⑦　3月　平成30年度実施報告書および平成31年度実施計画書作成
⑧　3月　内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価

３２年度
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【様式２】

大学名等

教育プログラム・
コース名

対象者

修業年限（期間）

養成すべき人材像

修了要件・履修方
法

履修科目等

教育内容の特色等
（新規性・独創性
等）

指導体制

教育プログラム・
コース修了者の
キャリアパス構想

受入開始時期

対象者 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 計

医学部学生 0 10 20 20 20 70

薬学部学生 0 10 20 20 20 70

看護学部学生 0 10 20 20 20 70

0

計 0 30 60 60 60 210

教育プログラム・コースの概要

名古屋市立大学

痛みを理解するための医療系学部連携チームによる早期学習コース

名古屋市立大学医学部1年生、薬学部1年生、看護学部1年生の希望者

1年

医療における痛みの重要性を理解し、地域においても痛み（特に慢性疼痛）が
社会的な問題となっていることを認識し、将来医療チームの一員として活躍す
ることの重要性を理解した学生。なお、本コースに関しては、まずは下記に記
した「名古屋市立大学医療系学部連携チームによる地域参加型学習」の枠組み
の一部を利用するため一部学生から開始するが、徐々に拡大していく予定であ
る。

受入目標人数

①講義への参加　②地域医療施設における参加型グループ学習への参加　③グ
ループ研究のポスター発表の評価

＜必修科目＞
①疼痛科学講義（1コマ）医療における痛みの重要性　②地域医療施設における
参加型グループ学習と研究（4時間） ③研究ポスター発表（1時間）

＜選択科目＞
なし

大学入学後早期に医療における痛みの重要性を理解させることができる教育内
容であること。また、学部を超えた交流を通じて、将来痛みにかかわる医療従
事者としてチーム・相互理解の重要性を認識できる教育内容となっているこ
と。なお、現在「名古屋市立大学医療系学部連携チームによる地域参加型学
習」（平成21年度文部科学省大学教育・学生支援推進事業採択）が行われてお
り、このシステムに連動することにより、本プログラムの開始は円滑に行うこ
とができる点も特徴である。

名古屋市立大学医学部教員、薬学部教員、看護学部教員

すべてのコース受講者が、医療における痛みは社会的・心理的面を含めた多面
的な問題点があることを理解し、質の高い疼痛管理を様々な診療科や医療チー
ムのなかで提供できる医師、薬剤師、看護師となる。

平成29年4月



【様式２】

大学名等

教育プログラム・
コース名

対象者

修業年限（期間）

養成すべき人材像

修了要件・履修方
法

履修科目等

教育内容の特色等
（新規性・独創性
等）

指導体制

教育プログラム・
コース修了者の
キャリアパス構想

受入開始時期

対象者 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 計

医学部学生 0 97 97 97 97 388

0

0

0

計 0 97 97 97 97 388

教育プログラム・コースの概要

名古屋市立大学

疼痛科学・行動科学基礎医学コース

名古屋市立大学医学部2年生、3年生

2年

疼痛に関連した解剖学、生化学、生理学、薬理学などの基礎医学的知識を有
し、疼痛の臨床医学を修得するための土台を獲得した医学部学生

受入目標人数

①講義への７割以上の出席と客観試験への合格

＜必修科目＞
①疼痛科学講義（6コマ）：痛みにかかわる神経解剖学、痛みにかかわる神経伝
達物質、痛みにかかわる受容体、痛みの電気生理学、痛みと生理学的反応、痛
みの治療に使用する薬物の作用機序薬　②実習（4コマ）：痛みの解剖学、痛み
の生化学、痛みの生理学、痛みの薬理学

＜選択科目＞
なし

疼痛に関する基礎医学的知識を断片的ではなく、横断的に理解し、習得できる
教育内容となっていること。

名古屋市立大学医学部解剖学、生化学、生理学、薬理学の教員、薬学部教員

本コースの修了者は、基礎医学的な知識を十分に習得した医学部学生となり、
将来的に質の高い疼痛管理を様々な診療科や医療チームのなかで提供できる医
師や慢性疼痛治療を専門とするリハビリテーション医、精神科医、ペインクリ
ニシャンとなる。

平成29年4月



【様式２】

大学名等

教育プログラム・
コース名

対象者

修業年限（期間）

養成すべき人材像

修了要件・履修方
法

履修科目等

教育内容の特色等
（新規性・独創性
等）

指導体制

教育プログラム・
コース修了者の
キャリアパス構想

教育プログラム・コースの概要

名古屋市立大学

疼痛科学・行動科学臨床ベーシックコース

名古屋市立大学医学部4年生、薬学部4学生、看護学部2年生

1年

疼痛の科学的メカニズムや治療に関する最新のエビデンスとその限界を知り、
また疼痛のもたらす情動的・心理的問題点を理解し、統合的心理療法を含めた
全人的医療の重要性を認識し、医療現場で慢性疼痛患者に対し学際的治療とケ
アをチームの中で実践できる医療人

医学部：①講義への７割以上の出席と客観試験への合格　②グループディス
カッションによる問題解決型学習への参加と観察評価とグループ面接評価への
合格　③選択科目講義コマ
薬学部ならびに看護学部：①eラーニングによるすべての講義の聴講　②客観試
験への合格

＜必修科目＞
医学部：①疼痛科学講義（5コマ）痛みのメカニズム、痛みの薬物療法、慢性疼
痛の侵襲的治療法、慢性疼痛とリハビリテーション、がんサバイバーと慢性痛
②行動科学講義（5コマ）：医療人に求められる心理学、痛みの心理社会的要
因、認知行動療法、マインドフルネス認知療法、アクセプタンス＆コミットメ
ント・セラピー　③グループワーク（1時間x3回）と総合ディスカッション（1
時間x3回）
薬学部：①疼痛科学講義（5コマ）痛みのメカニズム、痛みの薬物療法、慢性疼
痛の侵襲的治療法、慢性疼痛とリハビリテーション、がんサバイバーと慢性痛
②行動科学講義（5コマ）：医療人に求められる心理学、痛みの心理社会的要
因、認知行動療法、マインドフルネス認知療法、アクセプタンス＆コミットメ
ント・セラピー
看護学部：①疼痛科学講義（4コマ）痛みのメカニズム、痛みの薬物療法、慢性
疼痛の侵襲的治療法、慢性疼痛とリハビリテーション　②行動科学講義（2コ
マ）：医療人に求められる心理学、痛みの心理社会的要因

痛みを科学的に理解するための基本的内容に加え、痛みが慢性化する機序を行
動科学的視点および精神心理学的視点から捉え、慢性痛に対する総合的治療を
理解させ、社会的・心理的要素を中心とした実践的な教育内容となっているこ
と。

名古屋市立大学病院の統合的痛み治療センター（設立準備中）スタッフ（麻酔
科学教員、リハビリテーション医学教員、精神医学教員、緩和ケアセンター教
員、臨床薬理学教員、臨床心理士、緩和ケア認定看護師、がん専門看護師
等）、薬学部教員、看護学部教員、人文社会学部心理教育学科教員

すべてのコース受講者が社会的・心理的面を含めた総合的疼痛管理の重要性を
理解し、質の高い疼痛管理を様々な診療科や医療チームのなかで提供できる医
療従事者となる。一部の医師は疼痛管理の重要を理解した質の高いリハビリ
テーション医、精神科医やペインクリニシャンとなり、慢性疼痛治療のスペ
シャリストになることが期待できる。また、コース受講者は慢性疼痛に対する
心理療法を専門とする臨床心理士の養成に関与することも期待される。



受入開始時期

対象者 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 計

医学部学生 0 97 97 97 97 388

薬学部学生 0 50 50 50 50 200

看護学部学生 0 82 82 82 82 328

0

計 0 229 229 229 229 916

受入目標人数

平成29年4月



【様式２】

大学名等
教育プロ
グラム・
コース名

対象者

修業年限
（期間）

養成すべ
き人材像

修了要
件・履修
方法

履修科目
等

教育内容
の特色等
（新規
性・独創
性等）

指導体制

教育プロ
グラム・
コース修
了者の
キャリア
パス構想

受入開始
時期

対象者 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 計
医学部学生 0 97 97 97 97 388
薬学部学生 0 5 5 5 5 20

0
0

計 0 102 102 102 102 408

教育プログラム・コースの概要

名古屋市立大学

疼痛科学・行動科学臨床アドバンスコース

名古屋市立大学医学部5年生（一部他大学医学部学生の受け入れを目指す）
薬学部5年生

1年

疼痛の科学的メカニズムや治療に関する最新のエビデンスとその限界を知
り、また疼痛のもたらす情動的・心理的問題点を理解し、統合的心理療法を
含めた全人的医療の重要性を認識し、医療現場で慢性疼痛患者に対し学際的
治療とケアを実践できる医療人。なお、平成29年度はベーシックコース等を
経ていない学生を対象とするためトライアル期間と位置付ける。

受入目標人数

①実習への７割以上の出席　②観察評価、グループ面接評価、Objective
Structured Clinical Examination（OSCE）への合格　③選択科目講義1単位

＜必修科目＞
名古屋市立大学病院の統合的痛み治療センター（設立準備中）における慢性
疼痛管理実習（8時間）、術後疼痛管理チームへの参加（3時間）、慢性疼痛
に対する侵襲的治療実習（2時間）、認知行動療法への参加（2時間）、多職
種緩和ケアチームへの参加（2時間）、慢性疼痛における精神心理的要因グ
ループワーク（1時間）

＜選択科目＞
疼痛科学アドバンス講義：麻酔科大学院講義（1コマ）、精神科大学院講義
（1～2コマ）、リハビリテーション科大学院講義（1コマ）

慢性疼痛の基本的診療を実践的に学び、かつ慢性疼痛に対する行動科学的お
よび精神心理学的アプローチを実践的に学ぶことにより、総合的治療の基礎
を身につけることができる実践的な教育内容となっていること。

病院の統合的痛み治療センター（設立準備中）スタッフ（麻酔科学教員、リ
ハビリテーション医学教員、精神医学教員、緩和ケアセンター教員、臨床薬
理学教員、臨床心理士、認定看護師等）、看護学部教員、薬学部教員、人文
社会学部心理教育学科教員

すべてのコース受講者が社会的・心理的面を含めた総合的疼痛管理の重要性
を理解し、質の高い疼痛管理を様々な診療科や医療チームのなかで提供でき
る医師となる。一部の医師は疼痛管理の重要を理解した質の高いリハビリ
テーション医、精神科医やペインクリニシャンとなり、慢性疼痛治療のスペ
シャリストになることが期待できる。また、慢性疼痛に対する心理療法を専
門とする臨床心理士の養成に関与することも期待できる。

平成29年4月



【様式２】

大学名等

教育プログラム・
コース名

対象者

修業年限（期間）

養成すべき人材像

修了要件・履修方
法

履修科目等

教育内容の特色等
（新規性・独創性
等）

指導体制

教育プログラム・
コース修了者の
キャリアパス構想

受入開始時期

対象者 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 計

医師 0 10 10 10 10 40

看護師 0 10 10 10 10 40

薬剤師 0 10 10 10 10 40

その他メディ
カルスタッフ

0 5 5 5 5 20

計 0 35 35 35 35 140

教育プログラム・コースの概要

名古屋市立大学病院

慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コース

名古屋市立大学病院の医師（初期研修医を含む）、看護師、薬剤師、理学療法
士、臨床心理士（臨床心理士については一部他施設からの受け入れを目指す）

1年

疼痛の科学的治療とその限界を知り、かつ疼痛のもたらす精神心理的問題点を
理解し、慢性疼痛患者に対し心理療法を含めた全人的医療を医療現場でチーム
として実践できる医療人

受入目標人数

定められた講義、実習の７割以上に出席し、小レポートと出席状況に基づき受
講修了書を発行

＜必修科目＞
疼痛治療医学講義（13単位）、身体疾患を有する患者への心のケア実習（1.5時
間）、認知行動療法実習（1.5時間）

＜選択科目＞
疼痛科学アドバンス講義：麻酔科大学院講義（1コマ）、精神科大学院講義（1
～2コマ）、リハビリテーション科大学院講義（1コマ）

痛みの科学的治療とその限界を理解するための教育内容に加え、慢性疼痛を行
動科学的視点および精神心理的視点から捉えたアプローチ方法を習得でき、慢
性疼痛管理チームに速やかに参加できる医療人を育成できる実践的な教育内容
となっていること。「名市大医療・保健学びなおし」（2012年2月7日「知の市
場」第4回年次大会奨励賞受賞）の仕組みを利用する予定であり、円滑な開講と
対外的な広報が容易であること。

病院の統合的痛み治療センター（設立準備中）スタッフ（麻酔科学教員、リハ
ビリテーション医学教員、精神医学教員、緩和ケアセンター教員、臨床薬理学
教員、臨床心理士、認定看護師等）

すべてのコース受講者が精神心理的面を含めた総合的疼痛管理の重要性を理解
し、質の高い疼痛管理を様々な診療科や医療チームのなかで提供できる医療人
となる。また、疼痛管理チームに従事する医療人は、精神心理面に十分配慮で
きる質の高いリハビリテーション医、精神科医、ペインクリニシャン、看護
師、薬剤師、臨床心理士等になり、質の高い慢性疼痛管理を提供できる。

平成29年4月



【様式２】

大学名等

教育プログラム・
コース名

対象者

修業年限（期間）

養成すべき人材像

修了要件・履修方
法

教育プログラム・コースの概要

名古屋市立大学医学研究科、名古屋市立大学病院

慢性疼痛に対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコー
ス）

医師、臨床心理士等（希望があれば一定の認定専門看護師も可）

2年

慢性疼痛に対して、本事業で作成された心理療法マニュアルに則って実際に治
療を提供でき、将来は治療法の普及に貢献できる人材を養成する。

＜修了要件＞
・履修科目を受講していること
・指導者のもとで、治療マニュアルに沿った精神心理的介入を10名以上の慢性
疼痛患
者に施行していること。認知行動療法を6名以上の患者に施行し、マインドフル
ネス認
知療法またはアクセプタンス＆コミットメント・セラピーを4名以上の患者に施
行して
いること。
・ACT(Academy of Cognitive Therapy)のCBTセラピスト認定基準に準じて、施
行した患者のうち少なくとも1例のセッションについては認知療法尺度
（Cognitive Therapy Rating Scale:CTRS)による指導医の評価にて66点満点中
40点以上を満たすこと
・ACTの基準にあるように、認知行動療法に関する書籍を5冊以上読むこと
・指導者が一定の能力を修得したと認定した受講生につき、最終的に運営委員
会にて修了認定がなされ、修了証が発行される。

＜履修方法＞
・講義は認知行動療法の基礎理論や治療技法について説明する。出席が必須と
なる
・最初に指導者の施行する認知行動療法を見学、または録画、録音等により学
習する。その後、履修者が主治療者として最低1例に認知行動療法を施行し、指
導者が副治療者として同席して毎回の治療後に直接フィードバックを行うか、
または治療の録画、録音等を用いて指導者によるスーパービジョンを行う。指
導者は上述のCTRSを用いて評価するほか、適宜助言・指導をする。



履修科目等

教育内容の特色等
（新規性・独創性
等）

指導体制

教育プログラム・
コース修了者の
キャリアパス構想

受入開始時期

対象者 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 計

医師 0 1 1 1 1 4

臨床心理士 0 1 1 1 1 4

0

0

計 0 2 2 2 2 8

受入目標人数

慢性疼痛の診療に従事する多職種医療スタッフ養成コースにも参加すること。
また、疼痛科学・行動科学臨床ベーシックコースでのマインドフルネス認知療
法およびアクセプタンス＆コミットメント・セラピーの講義にも出席し概要を
把握する。それに加えてon the job trainingの形で指導者のもとで治療を実践
する。
１．慢性疼痛の基本概念（1時間）
２．認知行動療法総論（2時間）
３．慢性疼痛のケースフォーミュレーション（1時間）
４．痛みの感覚に対するアプローチ①：呼吸コントロール法（１時間）
５．痛みの感覚に対するアプローチ②：注意訓練法（１時間）
６. 痛みの認知に対するアプローチ①：認知再構成法（１時間）
７．痛みの認知に対するアプローチ②：行動実験（１時間）
８．痛みに対する行動的アプローチ①：行動活性化療法（１時間）
９．痛みに対する行動的アプローチ②：段階的曝露療法（１時間）
１０．指導者とともに臨床実践
他に定期的に症例検討会を行い、事例検討を行う。
さらに、２年目はマインドフルネス認知療法またはアクセプタンス＆コミット
メント・セラピーのいずれかを指導者とともに施行する。

慢性疼痛に対する有効性が高いエビデンスで示されている心理療法（認知行動
療法、マインドフルネス認知療法、アクセプタンス＆コミットメント・セラ
ピー）を医療現場で実践しながら修得することができるわが国ではじめてのト
レーニングコースである。国内屈指の活動を誇るがんの緩和ケアチームやさま
ざまな精神疾患に対する認知行動療法、マインドフルネス認知療法、アクセプ
タンス＆コミットメント・セラピーの実践経験を有する名古屋市立大学病院で
実施する点も大きな特徴である。

病院の統合的痛み治療センターのスタッフ、および認知行動療法等に習熟した
精神医学教員、臨床心理士等

コース修了者は総合的疼痛管理における精神心理面の重要性を理解し、慢性疼
痛に対する専門的心理療法が実践できる質の高い精神科医、心理士等となる。
そして、様々な診療科や医療チームにおいて、疼痛の精神心理面のエキスパー
トとして役割を果たす。

平成29年4月



 

 

  

   慢性疼痛治療の問題点 
 
 
 
 
 
 
 
    

  

達成目標/評価指標 
  

 学生：医学部生約400名、薬学部生  
約200名、看護学生約300名 

 多職種医療スタッフ：医師40名、薬剤
師40名、看護師40名、他メディカルス
タッフ20名 

 精神心理的アプローチの専門家：医師 
4名、臨床心理士4名 

 教材(カリキュラム、シラバス)、精神 
心理的アプローチの治療・指導マニュ
アルの作成 

 

人材養成プログラム 

疼痛科学・行動科学コース 
    （* 薬学部の本学独自カリキュラム）  

  

多職種医療スタッフ養成コース 
対象：医師・心理士・看護師・ 

    薬剤師・理学療法士 

疼痛への精神心理的・多職種 

アプローチを習得 

  

エキスパート養成コース 
対象：医師・心理士・専門看護師 

疼痛に対する認知行動療法等の 

精神心理的介入技法を習得 

  
  

身体的治療の限界  
 漫然とした薬物・局所療法、鎮痛薬への依存 

事業の継続  
● 学科・診療科横断的体制の継続 

● 教育スタッフ・治療者・指導者育成 

課題解決型高度医療人材養成プログラム「慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成」 
－多職種による精神心理的要因を考慮した統合的疼痛管理手法の体系化― 

● テレビ会議システムによる遠隔講義 

● 公立大学協会を通じて他大学へ普及 

● HPによる教材や治療・指導マニュアルの公開 

● 学会やメディア活動による知名度向上 

 

 

 

精神心理的要因の関与  
 心理療法や多職種による集学的治療が必要 

慢性疼痛治療 
のエビデンス 

 
 
 
 
 
 
 
    

  

 薬物療法 

 心理療法 

 多職種による 
併用療法 

有効な介入を実施できる人材が不足 
  

心理療法や多職種による集学的治療は高い 
エビデンスを有するが、人材は極めて不足  

  多職種との協同 

    精神心理的要因の把握 

    生物学的発現メカニズムの理解 

本学の特色 
● 医・薬・看・心理学科を擁する総合大学 
● 国内屈指の多職種緩和ケアチーム 
● 慢性疼痛に対する身体的治療・リハビリ実績 
● 多彩な心理療法の教育・研究・実践 

 
  

ベーシックコース 
内容：医･薬･看･心理学科の講師陣による、精神心理的側面を含めた学際的治療の重要性の講義 

1.疼痛科学講義  2.行動科学講義  3.疼痛科学アドバンス講義  4.グループディスカッション（医）  

アドバンスコース* 
内容：実習を主体に医療現場の慢性疼痛患者に対する多職種による統合的治療の基礎の習得 

1.慢性疼痛管理実習 2.慢性疼痛に対する侵襲的治療実習 3.心理療法実習  

4.疼痛科学アドバンス講義 

  

求められる人材 

医療系学部連携チームによる早期学習コース 
内容：痛みの重要性、社会的意義を認識しチーム医療の重要性を理解 

1. 医療における痛みの重要性 2.地域医療施設でのグループ学習 3. グループ研究の発表* 

 

  

基礎医学コース 
内容：疼痛の臨床医学の土台となる基礎医学的知識と生物学的発現メカニズムの理解 

1. 痛みに関連する解剖学・生理学・生化学・薬理学  2. 実習 

  

医学部   
２、３年生 

医学部 薬学部 
看護学部 
１年生 

医学部 薬学部 
4年生 
看護学部 
２年生 

医学部 
薬学部  
５年生 

国立がん研究 
センター 

緩和ケアチーム 

独協医科大学 
疼痛の薬物療法 
鎮痛薬依存 

京都大学 
認知行動療法 

 
慶應義塾大学 
名古屋経済大学 
マインドフルネ
ス認知療法 

 
同志社大学 

アクセプタンス
＆コミットメン
ト・セラピー 

薬物療法 

多職種協同 

心理療法 

事業の継続・普及 

  
  
  
  

統合的な痛み理解のための学科・診療科横断的体制 

名古屋市立大学 

附属病院  
 

なごやかモデル 

(文部科学省 未来医療
研究人材養成拠点形成

事業) 

統合的痛み治療センター 

（新設） 

薬
学
部 

看
護
学
部 

麻
酔
科 

精
神
科 

整
形
外
科 

リ
ハ
ビ
リ
科 

緩
和
ケ
ア
科 

運営委員会 
（カリキュラム・予
算・外部連携・広報） 助言 

勧告 

学長 評価 

委員会 

外部・内部から召集 

心
理
教
育
学
科 

医
学
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【資料２】 

 令和元年度大学改革推進等補助金 

 （大学改革推進事業）調書（抜粋） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２０１９年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）調書 

 本調書は、２０１９年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）の交付（内定）を行うにあたり参考とするために提出していただ

くものであり、プログラムの申請書等の記載事項との整合性にも留意して記載して下さい。 

 

１．大学名／設置者名 

 

 

 名古屋市立大学 ／ 公立大学法人名古屋市立大学  

 

２．プログラム名 

 

 

課題解決型高度医療人材養成プログラム  

 

 

３．取組名称 

 

 

慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成 

 

 

４．選定年度 

 

２０１６年度 

 

 

５．事業推進代表者／ 

   事業推進責任者 

 

事業推進代表者 名古屋市立大学 学長 郡 健二郎 

事業推進責任者 名古屋市立大学大学院医学研究科 教授 明智 龍男 

 

６．事務担当者 

内容等の問い合わせに適

切に応対できる事務担当の

方で、主担当、副担当を必

ず１名ずつ記載して下さ

い。 

主担当 

医学・病院管理部 教育研究課 学術研究推進係 係長 林 邦浩 

ＴＥＬ ０５２－８５３－８０７７ 

E-mail igakubujimuk＠sec.nagoya-cu.ac.jp 

副担当 

医学・病院管理部 教育研究課 学術研究推進係 プロジェクト推進員 尾崎 桃子 

ＴＥＬ ０５２－８５３－８０７７ 

E-mail igakubujimuk＠sec.nagoya-cu.ac.jp 

７．選定取組の概要（４００字以内） 

慢性疼痛に対しては、通常の薬物療法などの有用性に限界があることが示されている。慢性疼痛に対する有効な治療法は精神心理的介

入および多職種アプローチであることから、慢性疼痛を有する患者をマネジメントする医療者にはこれら幅広い領域の知識および専門的

技術の修得が望まれる。本事業では、 慢性疼痛を深く理解し、苦悩する患者を援助することのできる多職種の医療人を養成するために、

以下の6つの人材養成プログラム・コースを構築する。 

1.地域医療施設での早期学習コース 

2.慢性疼痛の生物学的メカニズムを理解する基礎医学コース 

3.精神心理的要因を含めた学際的理解をするベーシックコース 

4.多職種による統合的治療の基礎を習得するアドバンスコース 

5.多職種医療スタッフ養成コース 

6.精神心理的な介入を提供できるエキスパート養成コース 



 

８．補助事業の目的・必要性は、（別紙１）へ記載して下さい。 

 

９．具体的な事業内容は、（別紙１）へ記載して下さい。 

 

１０．本年度の補助事業実施計画は、（別紙１）へ記載して下さい。 

 

１１．補助対象経費の明細は（別紙２）へ記載して下さい。 

 

１２．設備備品費補足表は（別紙３）へ記載して下さい。 

 

１３．２０１９年度 大学改革推進等補助金の配分予定 （※共同事業の場合に記載して下さい。） 

（単位：千円） 

大学名 申請額 補助金額 自己負担額 

 うち共通分 

該当なし     

       

     

      

     

計     

※補助金額欄の「うち共通分」には、連携校を含めて共有される経費分を計上すること。 

 

１４．各年度の補助対象経費（①+②）          

（単位：千円） 

年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

補助対象経費の総額 （①+②） 14,033 12,370 

  補助金申請予定額 （①） 10,913 6,130 

  自己収入等予定額 （②） 3,120 6,240 

 

１５．参考資料 

 ２０２０年度の補助事業実施計画を記載してください。 

（事業のスケジュールについて、【１０．本年度の補助事業実施計画】と同様に記載してください。） 

 

【２０２０年度】 

① 4月 全６コース第4期開講 

② 4月～3月 運営委員会による事業の見直し（年複数回） 

③ 9月 運営委員会による中間報告 

④ 12月 慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢性 

      疼痛に対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコース） 

      第5期履修希望者募集・選定 

⑤ 2月 次年度授業スケジュール確定 

⑥ 3月 痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、疼痛 

      科学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースおよび 

疼痛科学・行動科学アドバンスコース第5期履修説明 

⑦ 3月 2020年度実施報告書作成 

⑧ 3月 内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価 

 



 

 

 

 

 

 

 

【資料３】 
「慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成」事業 

令和元度評価委員会 

内部評価結果表・外部評価結果表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．全６コース第３期開講

評価平均点

コメント

２．運営委員会による事業の進捗確認（年複数回）

評価平均点

コメント

３．運営委員会による中間報告

評価平均点

コメント

４．慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢性疼痛に
対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコース）第４期履修希望者
募集・選定　

評価平均点

コメント

５．次年度授業スケジュール確定

評価平均点

コメント

「慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成」事業
令和元年度評価委員会　内部評価結果表

4　(5点満点）

4

4

・医療系学部連携チームにより早期学習コースが実施できなかった。それ以外はおおむね予
定通り進行している。
･各プログラムの工夫がなされ、各々高い効果を上げている。多職種の人材養成がうまく行わ
れている。

・課題が多いなか本の刊行が計画されている。
・計画にない企画の立ち上げは評価できる

・新カリキュラムにより、受講者すべてが高いスキルを身につけた。

4

4



６．痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、
疼痛科学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースおよび
疼痛科学・行動科学アドバンスコース第４期履修説明　

評価平均点

コメント

７．令和元年度実施報告書および翌年度実施計画書作成　

評価平均点

コメント

８．内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価の実施

評価平均点

コメント

９．総論（補助事業全体を含めた、本年度の取り組みについて）

評価平均点

コメント

・おおむね順調に進んでいる。
・全ての事業が積極的に行われており、また書籍が作成されるなど評価できる事項が多い。

・スキルアップが難しいコースのため、臨床心理士の募集には工夫が必要。

4

4

4

4



１．全６コース第３期開講

評価平均点

コメント

２．運営委員会による事業の進捗確認（年複数回）

評価平均点

コメント

３．運営委員会による中間報告

評価平均点

コメント

４．慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢性疼痛に
対する認知行動療法エキスパート養成コース（インテンシブコース）第４期履修希望者
募集・選定　

評価平均点

コメント

５．次年度授業スケジュール確定

評価平均点

コメント

「慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成」事業
令和元年度評価委員会　外部評価結果表

4　(5点満点）

5

5

・「医療系学部連携チームによる早期学習コース」が諸事情により開講できなかった
が，次年度に向け対策が講じられているため次年度の開講は確実視される。それ以
外は多くのコースで受入目標人数を超える実受講者となっており，良好な実績が認め
られる。「認知行動療法エキスパート養成（インテンシブ）コース」への臨床心理士の
受講も精神科医同様に重要であるため，募集に努めていただきたい。
・ほとんどのコースが計画している以上の受講生があり、順調に人材育成が進んでい
ると思います。本年度は「医療系学部連携チームによる早期学コース」のみが実受講
者ゼロですので、来年度は頑張っていただいたら良いと考えます。

・運営委員会をきちんと月1回開催できている。
・毎月運営委員会にて進捗状況の報告・確認がなされた。
また，書籍の発刊が予定され，当初計画に無かった講演会等の企画も行われ，活発
な事業運営が認められる。

・今年度も毎月の運営委員会に加え，10月に中間報告も行われ，残課題と対策が明
確化された。
・中間報告を10月に行えている。

・会議でもお話ししましたが、このコースは非常に興味深いコースです。教員の確保も
大変だとは思いますが、是非継続していただきたいと思います。精神科医、心理士だ
けでなく、ペインクリニックの医師や一般の医師も受講できることが出来れば良いかも
しれません。（希望者はたくさんはいないと思いますが）
・例年通り，募集がすでに進められており，順調な事業準備・運営がなされている。

・次年度シラバスはすでに完成（一部はまもなく完成）し，スケジュール確定，受講者
説明も進められている。
・出来ています。

4

4.5



６．痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、
疼痛科学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースおよび
疼痛科学・行動科学アドバンスコース第４期履修説明　

評価平均点

７．令和元年度実施報告書および翌年度実施計画書作成　

評価平均点

コメント

８．内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価の実施

評価平均点

コメント

９．総論（補助事業全体を含めた、本年度の取り組みについて）

評価平均点

コメント

コメント

・コロナの影響で外部評価委員会を開催するのは大変だったと思います。
お疲れ様でした。
・内部評価委員会はすでに終了している。
外部評価委員会は本日開催され，報告書に基づく解説後の質疑応答にて，「医療系
学部連携チームによる早期学習コース」の例年通り開催とアクティブラーニング手法
の明確化/「認知行動療法エキスパート養成（インテンシブ）コース」の開講負担の再
検証ならびに受講者の受入拡充に向けた対策などについて検討がなされた。

・毎年、先生方が一生懸命課題に立ち向かっている姿には同じ痛みを診る
医師として、感銘をうけます。あと1年といわず、今後もこのプログラム
が継続していきますよう、心から応援をしています。
・概ね計画通り，又は計画を上回る実績が認められ，評価できる項目が多い。
項目１と項目８のコメントに記載の点（委員会内でも議論された点）について，この素
晴らしいコースの安定開講とプログラムのさらなる充実発展を目指されることを期待
したい。

・シラバス掲載にて学生への公開済みであり，一部コースでは説明会を開催し詳細な
対応が行われている。
・出来ています。

・事業実績が十分に収載された報告書が作成された。
次年度計画についても策定に向け検討が進められている（文科省より書式受理次
第，作成可能な状況）
・出来ています。

4.5

4.5

4.5

4.5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料４】 

令和元年度慢性疼痛人材育成運営委員会 

議事録要約 

  



 
令和元年度慢性疼痛人材育成運営委員会 議事録要約 

 

第 1 回（平成 31 年 4 月 17日(火)）参加人数：6 名 

＜報告事項＞ 

・文部科学省への提出物について 

・新年度スケジュール確認 

・その他事務連絡等 

 

第２回（令和 1 年 5 月 21日(火)）参加人数：7 名 

＜報告事項＞ 

・令和 1 年度研修会等の企画 

・まなび直し講座の内容 

・その他事務連絡等 

 

第３回（令和 1 年 6 月 18日(火)）参加人数：7 名 

＜報告事項＞ 

・いたみセンターHP の更新事項 

・今年度シンポジウム（学会）の企画 

医療人向け、講演会＋パネルディスカッション形式、厚生労働省の慢性疼痛診療体制構築モ

デルとの共同開催 

・その他事務連絡等 

 

第４回（令和 1 年 7 月 16日(火)）参加人数：6 名 

＜報告事項＞ 

・文部科学省からの指摘事項についての進捗状況の確認 

・講演会の企画 

・事例集・教科書の作成についての企画 

・テレビ放送の取材予定報告 

・その他事務連絡等 

  

第５回（令和 1 年 9 月 17日(火)）参加人数：6 名 

＜報告事項＞ 

・今年度の講演会の名称を決定（日程調整中） 

「慢性疼痛の脳科学を臨床に活かす」 

・内部評価委員会・外部評価委員会の日程調整 

・9/28 研修会について 

・その他事務連絡等 



 

第６回（令和 1 年 10 月 28日(月)）参加人数：7 名 

＜報告事項＞ 

・【中間報告】 

◇早期学習コース 

医学医療小嶋先生のご退職により、受入れ人数がゼロとなりコース実施できていない。 

◇基礎医学コース 

医学部についてはスケジュール通り進行中。 

薬学部を対象とする講義は大澤先生担当の講義にて進行中。 

◇ベーシックコース 

看護学部は薊先生香月先生の講義にて進行中。薬学部は確認中。 

◇アドバンスコース 

毎週開催のいたみセンターカンファレンスにて薬学部より参加あり。 

医学部は11月より開始予定 

◇スタッフ養成コース 

まなび直し講座（春期）終了・来年度に向けて計画を進める 

◇エキスパート養成コース 

心理士1名のみ。精神科医・緩和ケア医・心理士参加のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを9/28に開催 

・令和 2 年 2 月 11 日（火）14 時～17 時半 

「慢性疼痛の脳科学を臨床に活かす」開催決定 

名古屋市への後援依頼予定。 

東京慈恵会医科大学加藤総夫先生に講演いただく。 

パネルディスカッションメンバー（杉浦先生・近藤先生・酒井先生・薬学部大澤先生） 

・内部評価委員会：令和 2 年 2 月 4 日（火）17 時 

 外部評価委員会：令和 2 年 3 月 4 日（火）18 時 Skype で一名参加予定 

・その他事務連絡等 

 

第７回（令和 1 年 11 月 19日(火)）参加人数：7 名 

＜報告事項＞ 

令和 2 年 2 月 11 日（火）14 時～17 時半 

「慢性疼痛の脳科学を臨床に活かす」 

先着 70 名事前予約制、指定発言として日本大学加藤実先生に依頼 

広報方法を検討 

・書籍発行について 

・その他事務連絡等 

 

第８回（令和 2 年 1 月 21日(火)）参加人数：9 名 

＜報告事項＞ 

・内部評価委員会 2019 年 2 月 4 日（火）17 時～ 

報告書の作成状況を確認（一部作成中） 

・外部評価委員会 2019 年 3 月 4 日（火）18 時～Skype または ZOOM 

外部評価委員１名入院中のため、ご欠席予定 

・2/11 講演会について 

現在の希望人数確認、プレスリリース、開催後の刊行物への掲載確認 

・医学書発刊は令和 2 年中を予定。 

・その他事務連絡等 

 

 

 

 



第９回（令和 2 年 2 月 18日(火)）参加人数：6 名 

＜報告事項＞ 

・内部評価委員会の開催報告 

・外部評価委員会はコロナウイルスの影響もあるため電話会議を検討する 

・講演会の開催報告 

・来月委員会では総括を行う 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料 5】 

いたみセンター活動実績報告 

 



いたみセンター実績報告 2019年度 

2019 年度、名古屋市立大学および付属病院いたみセンターは、以下の事業・研究に取り組みました。 

・文部科学省 課題解決型高度医療人材養成プログラム 慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成 

・厚生労働省 令和元年度 慢性疼痛診療体制構築モデル事業 

・厚生労働省 慢性の痛み政策研究事業 慢性疼痛診療システムの均てん化と痛みセンター診療データベースの活用による医療向上を 

目指す研究 

 

いたみセンター診療実績 

・痛みの原因評価をし、薬物療法、神経ブロックや脊髄刺激療法などのインターベーショナル治療、運動療法、心理療法、慢性痛教育

などを行っています。診察と特殊治療を終了した後も、継続的な加療が必要な場合は逆紹介を行っています。 

・メディア（NHK）を通して当院における慢性痛心理療法を紹介し、紹介患者の増加へ繋がった（診察予約 1 年待ち） 

・痛みセンター連絡協議会（全国 23 施設）の東海地区基幹病院として集学的診療システムの構築を目指し活動している 

➢ 多職種診療が必要な慢性痛患者の新患対応を増やした（連携施設からのホットライン対応） 

➢ 厚労省モデル事業費で痛みコーディネイター（理学療法士）を雇用し、多職種スタッフとして診療にも参加している 

➢ 外来看護師が固定され、多職種診療に参加している 

・医学部および薬学部の学生実習受け入れ、慢性痛診療の多職種実習施設として稼働 

 

2019 年度 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

患者数 378 358 376 385 402 390 417 378 354    3438 

急性痛新患 6 5 6 10 5 14 7 5 5    63 

慢性痛新患 13 4 12 10 10 10 10 7 8    84 

ブロック 69 72 69 84 79 80 107 81 78    719 

心理(精神) 58(6) 51(7) 62(6) 62(8) 60(17) 62(15) 47(18) 50(14) 39(8)    491(99) 

リハビリ - - - - - 12 24 16 21    73 
 

2018 年度 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

患者数 314 277 280 279 303 319 370 379 334 302 344 379 3880 

急性痛新患 12 4 6 4 6 5 9 14 7 4 4 5 80 

慢性痛新患 4 2 7 4 12 8 8 11 11 8 11 9 95 

ブロック 91 82 64 71 53 62 84 79 73 51 68 78 856 

心理(精神) 32( ) 19( ) 29( ) 21( ) 30( ) 39( ) 36( ) 47( ) 25( ) 37( ) 44( ) 73( ) 432 

リハビリ 3 4  0 1 4 5 1 4 2 0 0 0 24 

＊臨床心理 

 心理面接（心理社会的評価・心理検査・心理療法への導入を含む）計 333 件（2019 年 4 月～2019 年 12 月） 

 個人心理療法（2019 年 12 月現在継続中の患者数）29 名 

 グループ療法（2018 年 3 月より開始、2018 年 3 月～2019 年 12 月末の参加患者累積数）19 名 

＊入院患者 16 名、手術患者 1 名（脊髄刺激療法トライアル） 

 

●多職種カンファレンス 

➢ 急性痛、慢性痛、がん性痛（緩和）の症例検討を毎週木曜日８～９時に施行。 

麻酔科医、精神科医、整形外科医、緩和ケア医、東部医療センター疼痛緩和科医、公認心理師、理学療法士、看護師、薬剤師、医

学部・薬学部学生が参加。 

2019 年度 検討患者数 計 155 件 (2019.4~2020.1) 

 

●慢性痛新患（12 月まで）  

➢ 院内 32 名：17 診療科（こ医セ 7, 整外４, 皮膚 3 名など） 

➢ 院外 28 名：市内 22、県内 4、県外 2 名（厚労省モデル事業連携施設から５名） 

➢ 逆紹介 17 名 

➢ ICD-11 診断 

MG30.0 一次性慢性痛：29 名（内臓痛 2, 全身痛 12, 筋骨格系痛 11, 頭痛・顔面痛 4） 

MG30.1~MG30.6 二次性慢性痛：31 名（癌関連痛 5, 術後痛 5, 筋骨格系痛 13, 内臓痛 1, 神経障害性痛 7, 頭痛・顔面痛 0） 

➢ 精神疾患診断 



うつ病 15 名、ADHD 4 名、知的能力障害 3 名（うち境界知能 1 名）、自閉症スペクトラム障害 2 名（うち疑い 1 名）、統合失

調症 1 名、PTSD 1 名、パニック障害 1 名、解離性障害 1 名 

●NHK ガッテン！放送後の電話対応 

 病院電話対応件数（総数・概数） 

  本放送後 10/3-18：96 件、再放送後 10/30-11/14：50 件 

いたみセンタースタッフ（看護師・精神科医・臨床心理士）電話対応件数（概数） 

  本放送後 10/3-18：8 件、再放送後 10/30-11/14：2 件 

 

＜課題・目標＞ 

・地域の痛み診療施設とのさらなる連携強化を推進（愛知県痛み診療ネットワーク、地域連携室、かかりつけ医相談の活用） 

・理学療法士の雇用を要望（院内の外部資金・厚労省モデル事業費で雇用中） 

・薬剤師の診療への参加を要望（慢性痛初診から） 

・診療実績を上げた上で、いたみセンター専従スタッフの雇用を要望 

・入院患者、手術患者を如何に増やすか検討→脊髄刺激療法適応の患者を集める 

・いたみセンター内で行っているリハビリ点数を取得する方法を検討 

・ 

 

 

いたみセンター活動実績 

●原著論文 

・A randomized controlled trial of a bidirectional cultural adaptation of cognitive behavior therapy for children and adolescents with 

anxiety disorders. Ishikawa, S., Kikuta, K., Sakai, M., Mitamura, T., Motomura, N., & Hudson, J. L. Behaviour Research and Therapy 120 

(2019) 103432． 

・Psychological flexibility-based interventions versus first-line psychosocial interventions for substance use disorders: Systematic review 

and meta-analyses of randomized controlled trials. Toshitaka Ii, Hirofumi Sato, Norio Watanabe, Masaki Kondo, Akihiko Masuda, Steven 

C. Hayes, Tatsuo Akechi, J Contextual Behav Sci.;13:109-120. 2019 

・太田晴子、杉浦健之、酒井美枝、近藤真前 一次性慢性痛における心理社会的要因の検討～社会資源の活用に向けて、慢性疼痛  

38(1):84-89. 2019 

 

●総説 

・【超高齢化社会における認知療法・認知行動療法による寄与の可能性】 認知行動療法とアクセプタンス＆コミットメント・セラピーは

身体症状を有する高齢患者にどのように貢献できるか？ 近藤真前 認知療法研究 2019; 12(1): 10-16 

・【痛み診療におけるメディカルスタッフの役割-集学的診療の様々な形態-】 慢性疼痛診療における多職種連携の必要性と利点 杉浦健

之、太田晴子、徐 民恵、草間宣好、酒井美枝、近藤真前、黒柳 元、水谷 潤、吉戸菜摘、江崎哲夫、藤澤 瞳 ペインクリニック 2019; 

40(8): 1029-1041 

・慢性疼痛患者の生きる力を支える人材育成と診療体制構築 杉浦健之、酒井美枝、近藤真前、小川 成、水谷 潤、祖父江和哉、明智

龍男 日本運動器疼痛学会誌 2019;11(3): 257-263 

・「子どもの認知行動療法」小川 成 名古屋市立大学 医療心理センター臨床心理相談室紀要（印刷中） 2020 年 2 月 

・「慢性疼痛に対するマインドフルネス」小川 成 名古屋市立大学 医療心理センター臨床心理相談室紀要（印刷中） 2020 年 2 月 

 

●著書 

・「認知行動療法事典」丸善出版株式会社 2019 年 9 月発行 日本認知・行動療法学会（編） 

分担執筆： 小川成「パニック症の身体感覚への曝露」 

・「認知行動療法事典」丸善出版株式会社 2019 年 9 月発行 日本認知・行動療法学会（編） 

分担執筆： 酒井美枝 4 章 アセスメント技法 価値観のアセスメントなど  

「認知行動療法事典」丸善出版株式会社 2019 年 9 月発行 日本認知・行動療法学会（編） 

分担執筆： 酒井美枝 発達障害支援と特別支援教育分野の認知行動療法 発達障害のある人へのマインドフルネス認知行動療法 

・精神科医が慢性疼痛を診ると: その痛みの謎と治療法に迫る 南山堂（東京）2019 年 6 月発行 全 137 ページ 名越泰秀, 西原真理（編） 

分担執筆： 近藤真前、酒井美枝 第 3 章 C 慢性疼痛の ACT（アクセプタンス＆コミットメント・セラピー） P95-114  

・迷わず打てる関節注射・神経ブロック 羊土社（東京）2019 年 11 月発行 全 221 ページ 後藤英之（編） 

分担執筆： 杉浦健之 第１章 注射手技の基本操作 ３安全な注射のための対応 P17~24  

・迷わず打てる関節注射・神経ブロック 羊土社（東京）2019 年 11 月発行 全 221 ページ 後藤英之（編） 

分担執筆： 杉浦健之、草間宣好、太田晴子 第 3 章 運動器疾患に関連する神経ブロック・下肢 P167~217  

 



●学会発表 

1. 全身の一次性慢性疼痛に対して漢方治療が有効であった一症例.  

加藤利奈  

桜山漢方研究会(名古屋、2019.3.1) 

2. 慢性疼痛に対する集団アクセプタンス&コミットメント・セラピーの予備的検討 

酒井美枝、近藤真前、杉浦健之、武藤 崇  

第 48 回日本慢性疼痛学会 一般演題口演（岐阜：じゅうろくプラザ、2019.2.15~16.） 

3. 一次性慢性痛における心理社会的要因の検討~社会資源の活用に向けて 

太田晴子、杉浦健之、酒井美枝、近藤真前  

第 48 回日本慢性疼痛学会 一般演題口演（岐阜：じゅうろくプラザ、2019.2.15~16.） 

4. 学際的治療の自己中断で CRPS 症状が進行した ADHD の 1 例 

加藤利奈、杉浦 健之、草間宣好、徐 民恵、加古英介、太田晴子、井口 広靖、藤掛数馬、薊 隆文、祖父江和哉  

東海・北陸ペインクリニック学会第 30 回東海地方会（愛知：ウインクあいち、2019.5.11.） 

5. 高齢の帯状疱疹後神経痛患者に対するアクセプタンス＆コミットメント・セラピー 

酒井美枝、井口広靖、藤掛数馬、加藤利奈、太田晴子、徐民恵、草間 宣好、加古英介、 近藤真前、杉浦健之 

東海・北陸ペインクリニック学会 第 30 会東海地方会（愛知：ウインクあいち、2019.5.11.） 

6. 身体症状症および関連症群の治療導入 ―認知行動療法の立場から― 

近藤真前 

第 115 回日本精神神経学会学術総会 シンポジウム 28：身体症状症および関連症群の治療導入はどうすべきか？ ―最前線の臨床医に

よる工夫―（新潟：朱鷺メッセ、2019.6.20.）  

7. アクセプタンス＆コミットメント・セラピーを病院臨床で活かす 

近藤真前 

第 115 回日本精神神経学会学術総会 シンポジウム 38：第三世代認知行動療法を精神科臨床に活かす（新潟：朱鷺メッセ、2019.6.20.） 

8. 心理社会要因が関与して発症した慢性疼痛に漢方治療が有効であった一例 

加藤利奈、杉浦健之  

第 32 回疼痛漢方研究会学術集会（東京：ベルサール汐留、2019.7.6.） 

9. 名古屋市立大学における耳鳴患者に対する認知行動療法 

高橋真理子、高畠聡、蒲谷嘉代子、近藤真前 

第 5 回 日本聴覚医学会耳鳴・難聴研究会（東京：慶應義塾大学、2019.7.6.） 

10. 通院歴の長い高齢の慢性疼痛患者に対するアクセプタンス&コミットメント・セラピー 

酒井美枝、浅井明倫、近藤真前、杉浦健之 

第 41 回日本疼痛学会（名古屋：名古屋国際会議場、2019.7.12.） 

11. カダバーを用いた透視下神経ブロックハンズオンワークショップの導入課題 

藤掛数馬、太田晴子、井口広靖、加藤利奈、加古英介、徐 民恵、草間宣好、薊 隆文、杉浦健之、祖父江和哉  

日本ペインクリニック学会第 53 回大会（熊本：熊本県立劇場、2019.7.18-20.） 

12. 硬膜外鎮痛が全身状態の改善に寄与した心肺蘇生後多発肋骨骨折の一例 

川津文子、徐 民恵、藤掛数馬、加藤利奈、井口広靖、太田晴子、加古英介、草間宣好、杉浦健之、祖父江和哉  

日本ペインクリニック学会第 53 回大会（熊本：熊本県立劇場、2019.7.18-20.） 

13. 慢性膵炎による難治性腹痛にプレガバリンが有効であった一症例 

草間宣好、杉浦健之、藤掛数馬、加藤利奈、井口広靖、徐 民恵、薊 隆文、祖父江和哉  

日本ペインクリニック学会第 53 回大会（熊本：熊本県立劇場、2019.7.18-20.） 

14. 「創造的絶望：ACT のコア・プロセスを支える治療文脈について」 

酒井美枝 

日本認知・行動療法学会第 45 回大会 自主企画シンポジウム 10：第 3 世代の CBT 各論１：制御不能性の認識（愛知：中京大学、

2019.8.31.）  

15. 難治性 BPPV に持続性知覚性姿勢誘発めまいを併発し認知行動療法にて症状が著明に改善した１症例 

福島諒奈，蒲谷嘉代子，近藤真前，今泉冴恵，三原丈直，中山明峰 

第 78 回日本めまい平衡医学会総会・学術講演会(富山市：富山国際会議場、2019.10.25.) 

16. Interpersonal Psychotherapy for Depressive Episode of Persistent Depressive Disorder with Psychiatric Comorbidity: A Case Series 

Risa Imai, Yuko Toshishige, Junya Kuwabara, Masaki Kondo, Takafumi Kinoshita, Tatsuo Akechi, Hiroko Mizushima 

8th Biennial Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT)(Budapest, 2019.11.6-9) 

17. The Subjective Changes of Responders to Interpersonal Psychotherapy for Depression in Japan 

Yuko Toshishige, Risa Imai, Junya Kuwabara, Masaki Kondo, Takafumi Kinoshita, Yoshinori Ito, Tatsuo Akechi, Hiroko Mizushima 

8th Biennial Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT)(Budapest, 2019.11.6-9) 

18. 集学的治療の一環としてアクセプタンス＆コミットメント・セラピーを行い，就労につながった慢性腰痛の一症例  

酒井美枝・水谷 潤・吉戸菜摘・近藤真前・杉浦健之  

第 12 回日本運動器疼痛学会 一般演題口演（東京：六本木ヒルズ森タワー、2019.11.30-12.1. 発表 30） 



19. 当院慢性疼痛患者に対する外来リハビリテーションの継続可否に関与する項目の検討 

吉戸菜摘・青山公紀 

第 12 回日本運動器疼痛学会 一般演題口演（東京：六本木ヒルズ森タワー、2019.11.30-12.1. 発表 30） 

20. 下肢の慢性痛と痺れに対して脊髄刺激トライアルを行なった末梢性ニューロパチーの症例 

杉浦健之、太田晴子、酒井美枝、近藤真前 

第 49 回日本慢性疼痛学会 （東京：ソラシティカンファレンスセンター、2020.2.28-29. 発表 28） 

21. 痛みの臨床現場における心理職の役割 

酒井美枝 

第 49 回日本慢性疼痛学会 シンポジウム３ 難治性慢性疼痛患者に対する集学的治療～多職種連携における認知行動療法の意義（東

京：ソラシティカンファレンスセンター、2020.2.28-29.） 

 

 

●教育・地域貢献 

＜慢性痛関連講演・研修会開催（医療スタッフ向け）＞ 

・名古屋市立大学 学びなおし講座（チームで取り組む慢性疼痛, 2019.04.10~07.24） 

・名古屋市立大学 薬学部卒後教育講座 杉浦健之（疼痛治療に用いられる薬物と集学的慢性痛診療, 2019.10.06） 

・名古屋市医師会 講演会 杉浦健之（長引く痛みへの集学的治療, 2019.07.25） 

・名古屋市薬剤師会 講演会 杉浦健之（いたみセンターにおける慢性疼痛の薬物治療, 2019.04.24, 05.18, 10.29） 

・対人関係療法の臨床的特徴 ―認知行動療法との比較― 近藤真前 第 115 回日本精神神経学会学術総会 シンポジウム 10：実践！双

極性感情障害の対人関係社会リズム療法（IPSRT）入門～明日からできる、つまみ食い IPSRT のすすめ！（コーディネーター、座長）

(新潟：朱鷺メッセ、2019.06.20) 

・身体症状症および関連症群の治療導入 ―認知行動療法の立場から― 近藤真前 第 115 回日本精神神経学会学術総会 シンポジウム

28：身体症状症および関連症群の治療導入はどうすべきか？ ―最前線の臨床医による工夫― (新潟：朱鷺メッセ、2019.06.20) 

・アクセプタンス＆コミットメント・セラピーを病院臨床で活かす 近藤真前 第 115 回日本精神神経学会学術総会 シンポジウム 38：

第三世代認知行動療法を精神科臨床に活かす (新潟：朱鷺メッセ、2019.06.21) 

・教育講演：対人関係療法を日常臨床に活かす、近藤真前 第 16 回日本うつ病学会 (徳島：あわぎんホール、2019.07.5) 

・「慢性疼痛の認知行動療法」小川成 東海精神看護 CNS 事例検討会 名古屋市立大学看護学部 2019.10.19 

・「子どもの認知行動療法」小川成 名古屋市立大学臨床心理相談室主催第 1 回公開講座  名古屋市立大学本部棟 4 階 2019.8.25  

・慢性痛患者に必要な心理社会評価 酒井美枝 平成 31 年度慢性疼痛診療体制構築モデル事業 慢性疼痛診療研修会 （愛知：JP タワー

名古屋５階名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト、2018.7.28.） 

・慢性痛に対する認知行動療法 酒井美枝 平成 31 年度慢性疼痛診療体制構築モデル事業 慢性疼痛診療研修会（愛知：JP タワー名古屋

３階、2019.11.2） 

・「痛み」をラディカルに捉え直すことではじまる慢性疼痛への心理・社会的アプローチ：その基礎と実際 武藤 崇・酒井美枝  一般

社団法人 公認心理師の会 研修会（京都：同志社大学、2019.11.24.） 

・パネルディスカッション 慢性疼痛の脳科学を臨床に活かす（JP タワー名古屋、2020.02.11） 

・慢性疼痛インターベーショナルカダバーワークショップ（名古屋市立大学サージカルトレーニングセンター、2019.03.14：中止） 

＜広報・メディア＞ 

・ガッテン! 長引く痛みの対策に革命！イキイキ生活への新たな道ＳP,（NHK、2019.10.02 放送） 

・名古屋市立大学病院地域連携フォーラム（名古屋観光ホテル、2019.11.16） 

<会議等> 

・厚生労働省 慢性疼痛診療体制構築モデル事業 東海地区キックオフ会議（杉浦健之、名古屋：名駅セブンスター、2019.6.15.） 

・厚生労働省 慢性の痛み政策研究事業 慢性の痛み患者への就労支援/仕事と治療の両立支援および労働生産性の向上に寄与するマニ

ュアルの開発と普及・啓発 班会議オブザーバー（杉浦健之・酒井美枝、東京：六本木ヒルズ森タワー、2019.12.1.） 

・厚生労働省 慢性の痛み政策研究事業 慢性疼痛診療システムの均てん化と痛みセンター診療データベースの活用による医療向上を目

指す研究 班会議（杉浦健之・近藤真前、東京：ビジョンセンター東京、2019.12.15.） 

・第 8 回厚生労働省 ICF（国際生活機能分類）シンポジウム （杉浦健之、東京：イイノホール、2020.1.18） 

・ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る研修会（杉浦健之、東京：TKP 東京駅日本橋カンファレンスセ

ンター、2020.2.2） 

 

●研究費 

・酒井美枝 文科省研究費補助金 若手研究「慢性疼痛患者の適応過程の分析と ACT プログラムの開発」研究代表者  

・酒井美枝 文科省研究費補助金 基盤研究 B「文化適応型認知行動療法とプログラム採用型認知行動療法の比較検討」研究分担者  

・近藤真前 文科省研究費補助金 基盤研究Ｃ「慢性うつ病に対する低用量マインドフルネス認知療法の効果検証 研究分担者 

・小川 成 文科省研究費補助金 基盤研究Ｃ「慢性疼痛に対する認知行動療法の治療効果予測因子」研究代表者  

・小川 成 医療研究開発機構長寿・障害総合研究事業「認知行動療法の治療最適化ツールと客観的効果判定指標の開発」研究分担者 



・祖父江和哉 文科省研究費補助金 基盤研究Ｃ「海馬における神経細胞の新生低下に注目した慢性疼痛の発症機序解明」 研究代表者 

・草間宣好 文科省研究費補助金 基盤研究Ｃ「大規模電気生理記録から疼痛特異的なパターンを見出す脳波モデルの作成と臨床応用」

研究代表者 

・徐 民恵  文科省研究費補助金 基盤研究Ｃ「前頭前皮質機能に着眼した慢性疼痛発症メカニズムの解明と治療への応用」研究代表者 

・公立大学法人名古屋市立大学（担当者 杉浦健之）厚生労働省 令和元年度慢性疼痛診療体制構築モデル事業 分担委嘱 

・公立大学法人名古屋市立大学（担当者 杉浦健之）令和元年度厚生労働科学研究補助金 慢性の痛み政策研究事業 分担 

 

＜課題・目標＞ 

・学会発表と研究を発展させ、英文論文投稿を増やす。 

・対外的な慢性痛診療研修会を継続的に行うのと同時に、院内スタッフ・後進の育成を行う。 

 
 
●M５ BSL いたみセンター実習（外来棟 1F いたみセンター） 
 

１週目 

〔火曜〕（中央診療棟６F リハビリテーション室） 

09:20～    いたみセンター慢性痛 ACT レクチャー（酒井） 

10:00～12:00 慢性痛グループ ACT 見学（酒井・近藤） 

 

〔木曜〕 

08:00～    いたみセンター多職種カンファ（杉浦・近藤・太田・藤掛・酒井） 

09:00～    問診事項確認（杉浦） 

10:00～    神経ブロック実習（杉浦） 

11:00～    初診カルテ予習 

 

12:30～    慢性痛初診（心理士・理学療法士・麻酔科・精神科診察見学）（酒井・PT・麻酔科・近藤） 

15:00～    慢性痛初診症例のまとめ、カンファレンス発表準備 

16:00     精神科リエゾン個別指導へ 

 

〔金曜〕（中央診療棟６F リハビリテーション室） 

09:00～10:00 レクチャー慢性痛の心理社会的因子（酒井） 

 

２週目 

〔火曜〕（中央診療棟６F リハビリテーション室） 

10:00～12:00  慢性痛グループ ACT 見学（酒井・近藤） 

 

〔木曜〕 

08:00～    いたみセンター多職種カンファ慢性痛初診担当症例の発表（杉浦・近藤・太田・藤掛・酒井） 

09:00～    担当症例の確認・解説（杉浦） 

10:00～    痛み評価ツールの実習（杉浦） 

 

12:30～    慢性痛初診（心理士・理学療法士・麻酔科・精神科診察見学）（酒井・PT・麻酔科・近藤） 

15:00     緩和ケアチームカンファレンスへ 
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令和２年度事業計画書 
  



令和２年度事業計画書 
 

 

 

総論 

全 6コースの慢性疼痛を理解し患者を援助できる医療人を養成するためのプログラムを

開講し、人材育成を開始する。運営委員会による事業の見直しを適宜図りつつ、治療プ

ロトコルや教育プログラムを充実させていくとともに、授業スケジュール等も見直しを

図る。また本事業ＨＰの更新ならびに学会やメディア活動による情報提供等も適宜行う

予定である。 

具体的な事業内容 

① 全６コース第４期開講 

全６コース（痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、疼

痛科学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースおよび疼痛科

学・行動科学アドバンスコース、慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養

成コースおよび慢性疼痛に対する認知行動療法エキスパート養成コース）第４期を開講

する。 

② 運営委員会による事業の見直し（年複数回） 

運営委員会による事業の見直しを複数回行い、教育プログラムの改善等を図るととも

に、治療プロトコルや指導マニュアルを完成させる。学会やメディア活動、事業のホー

ムページの更新等、本事業の対外的な情報発信も適宜行う。最終年度であるため、事業

の総括のためのシンポジウムを開催する。 

③ 運営委員会による中間報告 

事業見直しの結果等を踏まえて運営委員会による中間報告を行う。 

④ 次年度授業スケジュール確定 

次年度慢性疼痛管理チームに参加する多職種医療スタッフ養成コースおよび慢性疼痛に

対する認知行動療法エキスパート養成コース（インセンシブコース）履修希望者を募集

し選定する。 

⑤ 痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、疼痛科学・

行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースおよび疼痛科学・

行動科学アドバンスコース第 5期履修説明 

次年度痛みを理解するための医療系学部連携チームによる参加型学習コース、疼痛科

学・行動科学基礎医学コース、疼痛科学・行動科学ベーシックコースおよび疼痛科学・

行動科学アドバンスコースにつき説明を行い、該当学生の履修に関する理解を図る。 

⑥ 令和２年度実施報告書を作成 

 令和２年度実施報告書を作成する。 

⑦ 内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価 

内部評価委員会および外部評価委員会による事業評価の実施。 
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名古屋市立大学大学院人間文化研究科

臨床心理コース

臨床心理士・公認心理師・精神科医

小川 成

疼痛とは
「実際の組織損傷や潜在的な組織損傷に伴う、
あるいはそのような損傷の際の言葉として表現
される、不快な感覚かつ情動体験」

＊そのような損傷の際の言葉として表現されると
は、組織損傷が明確でない場合を指す（山本
2016）

急性疼痛：
炎症などの組織損傷による痛みで、組織損傷が
治癒するまで続く

慢性疼痛：
3か月を過ぎて持続、または、繰り返される痛み
の訴え（ICD-10）

＊日本における慢性疼痛の有病率は全成人の
22.5%で、約2,315万人もの患者が存在する（矢
吹ら 2012）

1 2
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急性疼痛 慢性疼痛

原因 存在する 存在するか回復している

身体所見 炎症や損傷など ないことが多い

感情の変化 あまり関係がない 深く関連している

症状
心拍数の増加、血圧の
上昇、不安、苦痛な表情

疲労、不眠、食欲現象、
抑うつ状態、怒りやすい
など

痛みの感じ方 正常
増強または普段感じな
い刺激を痛みに感じる

治療 消炎鎮痛薬が有効
消炎鎮痛薬が無効なこ
とが多い

「慢性疼痛患者に対する統合医療的セルフケアプログラムの構築」班 2014

慢性疼痛は罹患部位の器質的異常のみの問題ではなく、

心理的要因や社会的要因が複雑に関与して痛みの増悪
や遷延を来しており、総合的な対応が必要

⇩

●心理的・社会的介入（認知行動療

法など）の必要性

●多職種によるチーム医療の必要性

今後の慢性の痛み対策について（提言） 厚労省 2010

Otis ２０0７

5 6

7 8



痛みは右のような複
雑なマトリックス（痛み
マトリックス）としてと
らえられている。

意識や情動、報酬な
どの機能に関与してい
る領域が含まれている

加藤 ２０１７

①1つめは視床を経由し
て体性感覚野や前帯
状回、島皮質に投射す
る経路

加藤 ２０１７

②2つめは扁桃体を経由
して前頭前野や基底
核、島皮質などに投射
する経路

⇓

・情動反応に類似

・生体警告系としての
機能（身体を傷害や危
害から護るためのシス
テム）

加藤 ２０１７

外界の出来事を素早
くキャッチし、適切な情
動（嫌悪・恐怖・愛情な
ど）を割り振る

⇓

情動に従って、生存の
ための最適な行動がと
られることになる

（例）

恐怖→逃げる

愛情→近づく 加藤 ２０１７
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前帯状回

前頭前野

島皮質

側坐核

のコントロールを

受ける

加藤 ２０１７

報酬予測や意思決
定、共感や情動等の
認知機能に広く関与
する。

注意のコントロールと
も関連しているとされ
ている。

加藤 ２０１７

脳内にある情報を
集結し、遂行機能を
担う

意識の流れやワー
キングメモリーを形
成する中心的役割も
有する。

加藤 ２０１７

認知的体験や喜怒
哀楽、不快感・恐怖
感などの感情体験
に関与する

加藤 ２０１７

13 14

15 16



報酬や快感に関与する。

中脳辺縁系を形成し、
腹側被蓋野からドーパミ
ンが放出されると、側坐
核にてオピオイドが産生
され、痛みが抑制される

加藤 ２０１７

脳からの情報
でゲートの開
閉ができる

ゲート

ゲート開く
⇒痛み強い
ゲート閉じる
⇒痛み弱い

下降性
疼痛
抑制系

Otis ２０0７

否定的な思考

→ゲートが開き、痛み

情報が大量に通過

→痛み増強

肯定的な思考

→ゲートが閉まり、

痛み情報が制限

→痛み減弱

Otis ２０0７

痛みに注意を向けて
いるとゲートは開いた
ままになる

⇩

退屈しているときや
暇なときは注意が痛み
に集中しやすい

⇩

痛みがひどくなる

Otis ２０0７
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楽しいことをしてい
るときや何かに集中し
ているとき

⇩

注意が痛みにそれほ
ど行かない

⇩

痛みがそれほどひど
くない

Otis ２０0７

●身体的なもの

筋緊張 薬物乱用

●認知的なもの

痛みへの注意 痛みが制御できないという考え

●感情に関するもの

抑うつ 恐怖 不安 怒り

●活動性に関するもの

過剰な活動 過小な活動 少ない食事摂取 仕
事や娯楽、社交のアンバランス

●社会的なもの

痛み症状に注目しすぎる人がいる 痛み症状が
あることで過保護にする人がいる

●身体的なもの

筋緊張の減少 薬

●認知的なもの

痛み以外のものへの注意 自分で痛みが制御
できるという考え

●感情に関するもの

リラックス 穏やかさ 前向きな気分
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●活動性に関するもの

適度な活動 前向きな健康習慣 仕事や娯楽、
社交のバランスがとれている

●社会的なもの

痛み症状を適切に理解してくれる人がいる 適
度な活動を維持するようにという周囲からの勇
気づけがある

痛みは「痛い」という感覚だけでなく、人間の行動、思
考、感情のすべてに影響する可能性がある

⇓

日常生活のあらゆる場面に影響を及ぼし機能障害を
起こしうる

（例）

他の人との交流を避ける

仕事や学校を休む

外出しない

⇒ 筋力低下・体重増加

⇒ よけい動きにくくなる
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（思考の例）

「人生は不公平だ」

「私は決してよくならない」

（感情の例）

無価値感、抑うつ、不安など

痛みが長い間続く

⇓

「この痛みは決して治らない」

「私は痛みをどうすることも
できない」

「仕事ができない私は無価値
な人間だ」

思考
感情

行動

痛み

思考
感情

行動

痛み
痛みによる苦悩から

活動低下となる

⇓

仕事を休む

友人付き合いをしない

趣味をやめる

活動低下による

筋力低下・体重増加

⇓

もともとの痛みが

さらに増強する

思考
感情

行動

痛み
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●認知（考え方）や行動を変えることにより、精神的な症状を軽
減することを目的とする治療法

●精神分析などの従来からある精神療法よりもすぐれていると
する研究が多い

認知行動療法
(Cognitive Behavioral Therapy; CBT)

第１世代：学習理論→行動療法

第２世代：情報処理理論→認知行動療法 （狭義）

＊本日のお話はこれについてです

第３世代：マインドフルネス/構造から機能への視座の転換

・ACT(Acceptance & Commitment Therapy）

・MBCT(Mindfulness Based Cognitive Therapy)

・DBT(Dialectical Behavioral Therapy)      etc.

●パニック障害、社交不安障害、全般性不安障害、ＰＴＳＤ、
強迫性障害、大うつ病性障害、双極性障害、統合失調症、
摂食障害、境界性人格障害、ADHD、慢性疼痛、てんかんな
ど多くの精神疾患で有効性が示唆されている

●日本ではうつ病、不安症に保険診療が認められている

慢性疼痛は現在検討中（2020年度は見送り）

認知行動療法（狭義）
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●個人または集団（～９名）形式

●週1回 ６～12セッション

●毎回ホームワークが課せられる

＊治療目標：痛み強度の減少はあまり強調せず、痛みがあって
も身体を動かす、生活ができるようになる、痛みやうつや不安
にうまく対処できるようになるなどの目標を強調する

⇒治療効果に非現実的な期待を抱かせない

過剰な期待は本人の失望・治療者との関係悪化につながる

有村 2016

① 慢性疼痛の認知行動モデル（自分の認知と行動と感情
の悪循環モデル）を知る

② 呼吸法：呼吸により痛みに対処する

③ 注意訓練：疼痛への注意の集中を防ぐ

④ 行動療法：新しい行動パターンを身につける

⑤ 認知療法：新しい思考パターンを身につける

注意訓練

認知療法
行動療法

薬物療法
呼吸法

加藤 ２０１７
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●認知的なもの

痛み以外のものへの注
意 自分で痛みが制御で
きるという考え

●感情に関するもの

リラックス 穏やかさ
前向きな気分

注意訓練
認知療法

呼吸法
Otis ２０0７

思考
感情行動

痛み

認知療法

薬物療法

行動療法

●コクランレビュー（Williamsら 2012）
16本のRCT（狭義の認知行動療法のみ）を解析し、慢性疼
痛の認知行動療法は通常治療(TAU)と比較して、痛みの軽
減に有意に効果があるとしている。

ただし、13本のRCT（2本のACTを含む）を解析して、
active control （リラクゼーション法など）と比較したところ、
痛みの改善度で有意差は得られなかった。
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●リラクゼーションにはエネルギーを高め、筋緊張や
疲労を減少させ、睡眠を改善し、血圧を低下させ、痛
みを減少させる作用がある

●リラクゼーション技法の中で、最も簡単なのが呼吸
法である

●練習によって、自分をリラックスさせて痛みを減少
させるような呼吸ができるようになる

●横隔膜と腹筋を使う

●息を吸うとお腹がふくらみ、息を吐くとお腹がしぼむ

●胸でする呼吸（胸式呼吸）は浅い呼吸となり、リラック
スできない

① 楽な姿勢で座り目を閉じる

② 3秒で鼻から楽な速さで吸う

③ 3秒で口から楽な速さで吐く

④ これを1日1回10分以上行う

＊腹式呼吸で行う

ポイントは「鼻から吸って口から吐く」点です。

。

２．注意訓練

疼痛があるときに注意を自分以外のものに向けること
ができ、疼痛に対する自己注目（注意の自己集中）を自
力で軽減できるようになることを目指す
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● 注意の分散練習

● 注意の集中練習

新聞・雑誌のコピーの文字消し、計算問題

①身近な環境の音を聞き取る（聴覚） 入浴中、自室、庭等

②自然観察（視覚、聴覚・・・） 散歩，公園のベンチ

③人々の観察（視覚、聴覚・・・） 駅の近く，スーパー

注意訓練のやり方

● 注意の転換練習

●行動パターンを追加することで症状を軽減し、本来
の自分を取り戻すことを目指す。

「精神的に疲れたときに、閉じこもってうつうつとして
いると、ますます元気がなくなってくる。逆に自分の好
きなことややりがいのあることをしていると、そのうち
に元気になってくる。このような一般に我々が体験する
元気を取り戻すための知恵を治療に活かしているのが
『行動活性化療法』である」 （岡本 2012)

①価値に基づいた行動そのものに内在する強化力

価値の目指す方向に沿った行動をとるだけでも、
気分が良くなったり元気が出たりする。

②価値の明確化（言語化）による動機づけ

価値を言語化すると、そのこと自体が価値に基づ
いた行動の動機づけを高める機能を持つ。

（熊野 2012)

価値とは、人がそれぞれ重要と考える人生の領域のこ
とであり、以下の10領域につき重要度を確認する

①キャリア・職業 ⑥健康・セルフケア

②親密な対人関係 ⑦家族関係

③子育て ⑧スピリチュアリティ

④教育訓練 ⑨社会貢献

⑤友人関係・社会的対人関係 ⑩レクリエーション
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（１）重要だが、回避している価値の領域を１つか２つ選ぶ

（２）それぞれの領域について、価値を実現するための活動
を考えて、長期目標および短期目標を立てる。

*価値に基づいた活動とは、目標を達成することではなく、
進行中のプロセスととらえる

⇒目標達成にこだわらない。活動することそのものが重要

（例）

価値の領域：教育訓練
長期目標：大学に通う
短期目標：１．興味のある大学について調べる

２．キャンパスに見学に行く
３．過去の入試問題を入手する
４．必要な科目を勉強する

価値の領域：家族関係
長期目標：家族とより親密な関係を築く
短期目標：１．映画や劇場に行く

２．食事に出かける
３．旅行に行く
４．自転車に乗る

（１）活動（短期目標）の難易度をつけ、易しいほうから
順位をつける

（２）次回までに１つ以上の活動（上の短期目標）に取り
組むことをコミットメント（宣言）してもらう。

（３）ＨＷとして実際にやってみる

＊ただし、絶対にそれを守るということではなくて、宣
言したことを守るために最善を尽くしてもらう

→もし、守れなかったら、そのときは再び新たな宣言を
してもらう

●思考のレパートリーを増やすことで感情のコントロー
ルを図る

●状況、自動思考、適応的思考などをカラム表にまと
めていく

●殆どの患者さんは最初のうちはしっくりこないと言う
→ある程度練習が必要
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同じ体験をしていても、それをどのように考える
かでその時に感じる気持ちは違ってくる

⇒ 私たちは自分の考えで作り出した世界を生き
て、喜んだり悲しんだりしている

⇒ 状況→考え（認知）→気持ち（感情）

（「状況→気持ち」ではない）

「大切なものを失った（喪失） 」と考えると →悲しみ
「大切なものを手に入れた（獲得）」と考えると →喜び
「危険が迫っている（危機）」と考えると →不安・恐怖
「不当な仕打ちをされた（侵害）」と考えると →怒り

⇒考え（認知）が変われば気持ち（感情）も変わり、精神的な
症状も軽減するというのが認知行動療法の基本原理

今までの考えが間違いというわけではない

考えを完全に変えてしまうこともできない

→「今までの考えの他に、自分を楽にするような別
の考え方もできるようになれば少しは気分的に
も楽になるかもしれない」というのが基本

考え方を変えるというより考え方のレパートリーを増
やすのが目標である

⇒今までの考えはそのままに、新しい考えを追加する
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（１）いやになる状況を把握する

（２）その状況で自然に浮かんでくる考え（自動思考）
を把握する。感情も把握する

（３）別の考え（適応的思考）ができないか検討する
（認知再構成）。そうすると感情がどう変化するか
も把握する

●いやな状況や苦手な状況を把握する

＊なるだけ具体的に書く

→どこで起こったか

何があったか

他にどのような人がいたか

誰がどのようなことを言ったか など

状況：友達の○○さんにメールしたけど返事が来ない

自動思考：

適応的思考：

61 62

63 64



●いやな状況や苦手な状況に遭遇したときに頭の
中に浮かんでいるものを簡潔に書く。

→考え、記憶、イメージ・・・・

●このときの気持ち（悲しみ、喜び、不安、怒り）も
把握する

状況：友達の○○さんにメールしたけど返事が来ない

自動思考：○○さんは私のこと嫌いなんだ

悲しみ50％

適応的思考：

●他の考え方ができるようになることが最大の目標

●ヒント（後出）にこだわらず自由に考えてよい

●考え方を追加することで、どう気持ちが変化する
か観察する

●親しい人が同じ状況ならどうアドバイスするか

●最悪どうなるか

●信頼できる知人ならどう考えるか

●以前同じような経験をしたときにはどう対処
したか

・・・など
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状況：友達の○○さんにメールしたけど返事が来ない

自動思考：○○さんは私のこと嫌いなんだ

悲しみ50％

適応的思考：まだ5分しか経ってない・・・

悲しみ30％

状況：友達の○○さんにメールしたけど返事が来ない

自動思考：○○さんは私のこと嫌いなんだ

悲しみ50％

適応的思考：そういえば今日の夜はコンサートに行く
と言ってたからまだメールをチェックしてないかもし
れない 悲しみ30％

状況：友達の○○さんにメールしたけど返事が来ない

自動思考：○○さんは私のこと嫌いなんだ

悲しみ50％

適応的思考：ややこしい相談のメールだったから、じっ
くり考えてくれてるのかもしれない 悲しみ20％

●１回書いただけでは効果が実感できることは少
ない。反復練習が必要

●５０～６０例ほど書くと、適応的思考が自然に
浮かんでくるとされている
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令和元年度講演会 
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慢性疼痛の脳科学を臨床に活かす 

令和２年２月１１日開催 

 



慢性疼痛の脳科学を臨床に活かす  

 

 

 

 

 

＜プログラム＞ 

⚫ 14:00：開会の挨拶 名古屋市立大学学長 郡 健二郎 

⚫ 14:10：講演１慢性疼痛へのアクセプタンス＆コミットメント・セラピー（ACT） 

⚫ 14:40 講演２基礎脳科学から目指す慢性疼痛のトランスレーション研究 

－休憩－ 

⚫ 15:50：パネルディスカッション 

テーマ “慢性痛の情動的側面と心理的介入の意義” 

⚫ 17:10：閉会の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日：2020 年 2 月 11 日 

会 場：JP タワー名古屋 5 階 名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト 

参加人数： 84 名 (演者とスタッフを含む) 

 



 
 
慢性疼痛脳科学の最前線と 
最新の心理療法 

 

 令和２年 2 月 11 日（火）、名古屋市立大学ミッド

タウン名駅サテライトにて、「慢性疼痛の脳科学を

臨床に活かす」と題し、講演会およびパネルディス

カッションを開催しました。麻酔科医、精神科医ほ

か多くの臨床系医師と基礎研究系医師、看護師、理

学療法士、臨床心理士、薬剤師、検査技師を含め多

くの医療関係者や医学部・心理学部学生を中心に、

71 名(演者・スタッフ除く)の参加がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会挨拶の様子（郡理事長）  

 

 

 

連携は力、地道な継続は力 
 

最初に郡理事長から、「院内、地域、参集していた

だいた皆さんのある限りの力を集め、いたみセンター

との連携が、慢性疼痛治療には必要である」と説明さ

れました。また、現在行なっている事業に関して、「事

業費申請時のみでなく、志を継続することも重要であ

り、3 年目のいたみセンターは臨床・学術活動とも大

きく、地道に活動しているが、努力を続けることがさ

らなる力になる」と応援のお言葉をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

いたみセンタースタッフによ
る ACT（アクト）の紹介 

 

続いて、名古屋市立大学病院いたみセンターの酒

井臨床心理士から、慢性疼痛治療における最新の認

知行動療法について講演がありました。心理士の卵

である心理学部の学生も熱心に聴講していました。 

負（痛み）の苦悩を形作る、行動科学から見た負

の増幅システムと、そのシステムに関わるアクト。

体験の回避も、ACT の治療対象としていること、痛

みを取ることを最優先としている状況からのシフト

チェンジが重要であると、わかりやすく解説してい

ただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会の様子（講師：酒井美枝心理士） 

 

 

 

基礎脳科学から目指す慢性疼
痛のトランスレーション研究 

臨床現場で困っている状況と基礎生物実験とどう

やって繋げるか？の疑問を、東京慈恵会医科大学神

経科学研究部長／痛み脳科学センター長の加藤総夫

先生から明快に解説いただきました。生き物とはな

んだろうと、生物進化の過程と痛みの経路につい

て、タコの慢性痛（切れた足の周囲の痛み）などを

交え、楽しく勉強させていただきました。痛みの脳

科学では、ペインマトリクスの中で、特に扁桃体を

中心とした不快情動のシステム機能の重要性をお示

しいただきました。脊髄-視床路と比較して解剖学的

に脊髄-腕傍核経路に多くの神経線維の連絡があり、

さらに腕傍核から扁桃体への連絡もあり、痛み（不



快）を感じることに深く関わっていることが紹介さ

れました。慢性痛は“侵害受容主義“ではなく”中枢性

感作・脳中心主義“との考えで理解する必要があると

解説いただきました。 

 

 

 

 

 

講演会の様子（講師：加藤総夫先生） 

 

パネルディスカッション 

「慢性痛の情動的側面と心理
的介入の意義」 
 
講演会後には休憩を挟み、「慢性痛の情動的側面

と心理的介入の意義」をテーマとしたパネルディス

カッションを行いました。キーワードを、①痛みの

情動的側面とその増幅、②痛みの「情動」って何!?、

③慢性疼痛中枢機序〜私の ROI (Region of Interest)

として、パネリストから話題提供がされ、それぞれ

大変活発な議論が行われました。討論の最後では、

日本大学医学部麻酔科学系麻酔科学分野の加藤実診

療教授に“私の考える慢性痛診療” 慢性痛診療の将来

について展望・期待“という題名で本日のパネルディ

スカッションをまとめていただいきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 
パネルディスカッションの様子 

 

講演会終了時に、名古屋市病院局の大原局長から

講評をいただき、「非常に重要な課題であることが

よくわかった。東部・西部医療センターとも連携

し、取り組んでいただきたい。」とのお言葉があり

ました。 

 

終了後アンケート調査 
 

講演の参加者には医療従事者に加え学生も多く、

熱心に耳を傾けている様子でした。アンケートにお

いては「慢性疼痛についてよく理解できた」という

回答や、医師・臨床心理士を志す方からの「非常に

勉強になった」といった声をいただきました。貴重

なご意見もたくさん頂けたので、今後、研修会の参

考にさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足

96%

否

4%

Q1.内容に満足したか

理解

84%

否

16%

Q2.内容は理解できたか

役立つ

86%

否

14%

Q3.役立つものになりそうか



参加者からの感想（一部抜粋） 

・"慢性疼痛についての定義、メカニズムを学習でき

た。痛みのネットワークを作らせない、ネットワー

クができた場合にどのように治療するか、そのあた

りを教えて頂けると嬉しかった。" 

・ありがとうございました。基礎研究と臨床応用の

バランスがとてもよく、セミナー参加者として理解

しやすかった。シンポジウムの時間がもっと多いと

嬉しいです。日頃は応用、現場ばかりなので、基礎

の知見を知ることができることがとてもよかった。 

個人的には慢性痛の労働現場でのサポートに関心が

ある。（労働生産性との兼ね合いから） 

・自分の無知に気付かされちょっと恥ずかしいくら

い勉強になりました。扁桃体前頭前皮質頭にいれた

いと思いました。微力ながら慢性疼痛事業に協力で

きたらと思いました。 

・慢性疼痛の捉え方が分かった。非常に分かりやす

く、良い機会であった。参加してよかった。 

・普段は筋骨格系痛の痛みを中心にしてみている

が、脳のネットワークの理解や、ACT などの認知・

行動療法の知識も必要に感じました。大変勉強にな

りました。 

・ディスカッションが活発でよかったです。もう少

しターゲットを絞っていくとさらに深められそうで

す。 

・リハで心理をやっています。特に扁桃体と痛みの

関係についてお話があり、参考になりました。高次

脳機能（障害）と痛みとの関連について、今後より

日々の臨床で注視していきたいと思います。ありが

とうございました。 

・脳科学と心理面や感覚等の身体面へのアプローチ

が統合された内容となっており、とても興味深い内

容でした。日頃の臨床とつながりました。脳の各部

位の説明等で資料にないスライドがあったので、そ

れらを配布していただけるとありがたいです。 

・最前線の研究、臨床から得られた教訓など私たち

が今後目前にするクライアントへの対処法に様々な

示唆が得られました。ありがとうございました。 

・直接痛いに関連する臨床を行っている医療者以外

の方々に痛みの知識の普及が重要と思いました。 

トランスレーショナルな痛みへの取り組み、取り組

みの重要性を聴衆により強く認識させていただきま

した。この企画に大変感謝いたします。講師の先生

方が素晴らしかったと思います。 

・興味深い内容でした。臨床にどう落とし込んでい

くかが難しいと感じたので、今後の講演会に期待し

たいです。 

・慢性疼痛の患者さんが訴える苦痛について一次

的・二次的苦痛として説明していましたが、脳活動

とのつながりから痛みをとても分かりやすく理解す

ることができました。また扁桃体の活動が強く慢性

疼痛に影響していることが興味深く、活動が始まっ

てから減弱するまでの時間とのかかわりを検討して

いきたいと考えていました。本日は貴重な発表誠に

ありがとうございました。 

・パネルディスカッションの内容が今後の業務に役

立つと思います。酒井先生の話が非常にわかりやす

かった。ACT は「体験」をつかんでいくもとだと改

めて感じました。また慢性になるかどうかは「忘れ

るかどうか」だとするとまさに ACT のアクセプタン

ス「あるがまま…相手にしない…まあいいか」とい

う態度なのかと思いました。時間が足りませんでし

た。もっと聞きたかったと思いました。 

・ACT の研究や PTSD のようなトラウマと偏桃体は

関連しているため、加藤先生の講演は興味深かった

です。ありがとうございました。 

・「痛みの認識が人によって異なる可能性がある」

ことが本日の収穫でした。慢性疼痛をテーマにした

講演会が今後もっと多く開催されることを希望しま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

















日本大学医学部麻酔科学系麻酔科学分野

加藤 実

名古屋市大研究会

慢性痛の情動的側面と
心理的介入の意義

2020年2月11日

—慢性痛診療の将来についての
展望と期待—

・怖い、嫌い
・病気が潜んでいる証だ
・原因は検査で見つかるはずだ
・痛み止め

1)使えば痛みは消える
2)体によくない
3)頓服で使う薬

・痛みは我慢と教えられた
・慢性の痛みは痛みが長くなっただけ

世間での痛みの捉えられ方

中枢神経系の機能変化,
心理社会的要因による修飾

難治性慢性疼痛

“Ⅰ.総論 CQ2” 慢性疼痛治療ガイドライン
慢性疼痛治療ガイドライン作成ワーキンググループ編 1 真興交易医書出版部 17, 2018

・心理社会的要因を探り当てるために何が必要

・心理社会的要因は自然には明らかにされない
利用者は気づいていない
医師は見つけ方を知らない
いつまでも修飾の中身は明らかにされない

小児期の痛み体験はその後に
影響を与える

新生児・
乳児期

幼児期

学童期

成人期
老年期

感覚:中枢性感作 情動:不安、恐怖

記憶を介した認知の獲得

思春期

1 2

3 4



The influence of children’s pain memories on 
subsequent pain experience

Noel M et al, Pain 2012; 153: 1653

新たな痛み体験時に

一番影響を与えている因子

1回目 2回目 週後)(4

110名(M60,F50) 8-12Y

冷水テスト10度4分

電話(2週後）

痛み強さ

痛み恐怖

不安

記憶体験時 体験時

＜

＜ 末梢性感作

脳

C   Ad

Ab

末梢性神経障害性疼痛の機序

下行性疼痛抑制系の抑制

後根神経節

侵害受容器

中枢性感作

脊髄

神経障害性疼痛患者に対する
包括的痛み対応アルゴリズム

A comprehensive algorithm 
for management of neuropathic pain

Bates D et al, Pain Med 2019; 20, S2-

評価

・現病歴： 神経障害性疼痛を来す疾患か否か
・質問表： PainDetect,DN4, LANSS, NRS, VAS
・痛みの気分や生活への影響：
質問表 PDI, HADS, PCS, EQ5-D, SF-36

・診察：痛覚、触覚、冷覚刺激テスト評価が必要

神経障害性疼痛であるか否かの評価

A comprehensive algorithm 
for management of neuropathic pain

Bates D et al, Pain Med 2019; 20, S2-

治療
■第1選択治療

1-1 Multidisciplinary team careから開始
1) 内容：運動、心理療法、physiotherapy, マッサージ
2) 有効性：NRS2低下 有効持続性：49％(3か月後)

3) 無効(6-8週後）：薬物療法の介入へ
1-2 薬物療法

1) TCA’s   SNRI’s  Gabapentinoids Topical  

■第2選択治療
薬物併用療法

1) Nepの45%の患者は2剤以上併用が必要
2) DPPN 90%の患者は2剤以上併用が必要
3) Tramadol  急性がん関連神経障害性疼痛では第1選択

5 6

7 8



A comprehensive algorithm 
for management of neuropathic pain

Bates D et al, Pain Med 2019; 20, S2-

■第3選択治療
1) SSRI  抗けいれん薬 NMDA antagonists

2) インターベンション 硬膜外ブロック PRF

■第4選択治療
神経刺激療法 SCS

■第5選択治療
低用量オピオイド

1) 強オピオイドの有効性は8日から8週間
2) モルヒネ換算で1日50㎎以下
3) 有効性の評価期間は1-4週

■第6選択治療
Targeted drug delivery (TDD) 

集学的アプローチ痛み治療の始まり

慢性痛の複雑さを最初に認識した医師

Bonica JJ    1940年代

Interdisciplinary chronic pain management team

ワシントン大学で始動
Bonica JJ 1960 年

Biopsychosocial （生物心理社会的）
アプローチ

看護師 薬剤師 精神科医 ペイン医

絡みあった
複雑な原因

集学的多職種痛みセンターの診療スタイル
－複雑な痛みの原因、修飾因子・対応法を見出すプロセス－

ねぎらい・共感・傾聴

感情の吐き出し・受け入れ・理解

信頼関係
構築

痛みの出現時期・部位・きっかけ

家庭・仕事・生育歴を訊ねる

気づき
振り返り
言語化

痛みの原因と病態説明

急性痛と慢性痛の違い説明

心の扉
開門

新事実
発見

理解
納得
認知変化
行動変化

新たな
情報提供
説明

心理社会的要因の抽出・関連性

言わんとしたことを理解したことの表出

痛み対応法提案・説明 ＜医療者＞＜患者＞
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—慢性痛診療の将来についての
展望と期待—

37年間の振り返り
・慢性痛は神経ブロックでは限界
－痛みの軽減もADLの改善もない多数患者－

1980年代
・薬物療法への流れ始まる

1990年代
・神経障害性疼痛という概念定着
・心因性痛患者が実は神経障害性痛患者
・神経障害疼痛は想定外に高頻度

2000年代
神経障害性痛治療薬物の誕生とエビデンス

—慢性痛診療の将来についての
展望と期待—

・神経障害性疼痛以外の慢性痛対応が課題
－多い患者数、機序が多彩、評価困難etc－

・安易な強オピオイド使用の推進 2000年代
—救われる患者より依存、乱用、死者増加—

・学ぶべきこと、踏む出すべきこと
1) 慢性痛の器質的原因評価の欠如
2）患者の適切さ評価の欠如
3) 強オピオイド処方は最後の手段でもない
4) 医療者は専門外の痛み対応法を知り、患者

に代替対応法に関する情報提供の必要性
5) 医療機関を超えた患者の総合評価の地域連携
6) 感覚、情動、認知、記憶それぞれの新たな対応

—慢性痛診療の将来の展望と期待—

慢性痛診療環境の質の向上に
何が必要か

・慢性痛は日常生活に支障来す第1位の原因
・利用者と医療者が共に慢性痛という
「痛みの病気」を知ることが出発点
・治療対象は慢性痛でなく、慢性痛患者
・治療開始前に痛みの原因と情動認知評価が大切
・不安、抑うつ、恐怖の原因を訊ねる
・成育歴における痛み、辛さ体験を訊ねる
・医療者に求められる患者への説明力
・適切な説明は利用者の不安・恐怖軽減の近道

慢性疼痛患者に対して感覚、情動、認知、
記憶の情報収集に基づいた評価

感覚

3者の支援のツボの
明確化

3者の関連性の評価

情動

認知
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（お問い合わせ先） 

名古屋市立大学大学院医学研究科 

慢性疼痛人材育成運営委員会 

住所：〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1 

電話：052-853-8078（教育研究課） 

 


