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本日の内容

慢性疼痛診療における精神科医の役割

慢性疼痛と不安・抑うつ

慢性疼痛と発達障害
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名市大いたみセンター
慢性痛初診の体制
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アンケート
疼痛・心理尺度

予診
臨床心理士

本診察
麻酔科医

（精神科診察）
精神科医

多職種カンファレンスで
方針決定



精神疾患の診断

 不安障害、うつ病、発達障害など

精神疾患の治療

 心理教育： 慢性疼痛と精神症状の関連について

 薬物療法、 短時間の精神療法

いたみセンターにおける
精神科医の役割

4 /19

精神科医がいない環境では
• 不安障害、うつ病、発達障害のスクリーニング
• 精神疾患の治療の動機づけ
を行い、精神科治療につなげることが重要
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一般人口における
不安障害・うつ病の有病率
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McWilliams (2003) Pain

慢性疼痛
あり

慢性疼痛
なし

うつ病 20.2% 9.3%

不安障害 35.1% 18.1%

パニック障害 6.5% 1.9%

PTSD 10.7% 3.3%

 慢性疼痛では不安障害・
うつ病の有病率が高い

 パニック障害、PTSDが
慢性疼痛と相関する



ペインクリニックにおける
不安障害・うつ病の有病率
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Annagür (2014) Pain Med

慢性疼痛 対照群

うつ病 49.1% 5.6%

不安障害 33.3% 9.3%

パニック障害 8.3% 0.0%

PTSD 0.9% 0.0%

ペインクリニックにおける
慢性疼痛患者では、特に
うつ病の有病率が高い
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痛み 不安・うつ

痛みが続くと
不安・うつになる

不安・うつになると
痛みに敏感になる

個人的要因や痛みの原因に関わらず、不安・うつとの
悪循環で痛みが増強している可能性を共有する

⇒ 不安障害・うつ病の治療の動機づけ

脳科学によると、痛みを感じる
神経は不安・うつなどの感情に
影響されることがわかっている
んですよ

「悪い病気では？」「このまま痛みが
続いたら・・・」などと、誰でも心配に
なり、落ち込みますよね

慢性疼痛と感情の心理教育



不安・抑うつの尺度：HADS

HADS：Hospital Anxiety and Depression Scale1)

 （精神科以外の）身体疾患患者の不安・抑うつを測定

 身体疾患でも生じる症状（食欲不振、倦怠感など）を排除

不安障害、うつ病のスクリーニングに有用

 不安（7項目）・抑うつ（7項目）：4件法、合計0～21点

 不安・抑うつとも、８点以上がカットオフ2)
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1. Zigmond (1983) Acta Psychiatr Scand

2. Bjelland (2002) J Psychosom Res



HADSの項目
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抑うつ（７項目）

以前楽しんでいたことを今でも楽しめます
か？
笑えますか？いろいろなことのおかしい
面が理解できますか？

きげんが良いですか？

まるで考えや反応がおそくなったように
感じますか？

自分の身なりに興味を失いましたか？

これからのことが楽しみにできますか？

良い本やラジオやテレビの番組を
楽しめますか？

不安（７項目）

緊張感を感じますか？

まるで何かひどいことが今にも起こりそう
な恐ろしい感じがしますか？

くよくよした考えが心に浮かびますか？

のんびり腰かけて、そしてくつろぐことが
できますか？
胃が気持ち悪くなるような一種おそろしい
感じがしますか？
まるで終始動きまわっていなければなら
ないほど落ち着きがないですか？

急に不安に襲われますか？

Zigmond (1993) 精神科診断学



うつ病の尺度：PHQ-9

PHQ-9：Patient Health Questionnaire-91)

プライマリ・ケアにおけるうつ病スクリーニングに有用

DSM-5のうつ病診断項目に対応した9項目

 4件法、合計0～27点

 10点以上がカットオフ1,2)
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1. Kroenke (2001) J Gen Intern Med

2. Muramatsu (2018) Gen Hosp Psychiatry
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発達障害の分類
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自閉症スペクトラム障害
（ASD）

限局性学習障害
（LD）注意欠如・多動性

障害（ADHD）



ペインクリニックにおける
発達障害の有病率

ペインクリニックを受診した8～17歳の患者146例
において、20例（13.7%）がASD、29例（19.9%）
がADHDのカットオフを上回った1)

痛みセンターの精神科医を受診した成人慢性疼
痛患者110例において、35例（31.8%）がADHDと
診断された2)
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1. Lipsker (2018) J Pain Res

2. Kasahara (2017) Open Journal of Psychiatry



ADHDと痛み

英国の一般人口において、ADHD症状の有無と
痛みの有無が相関する1)

ADHD患者は健常者に比べて筋緊張が強い2)

ADHD患者は健常者に比べて疼痛閾値が低い3)

健常者に対するメチルフェニデートvsプラセボの

無作為化比較試験では、メチルフェニデートで有
意に疼痛閾値が上昇した4)
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1. Stickley (2016) Psychiatry Res

2. Stray (2013) Behav Brain Funct

3. Treister (2015) Pain Pract

4. Pud (2017) Pain Rep



ADHD合併の慢性疼痛

40歳男性、営業職

子供のころから空想にふけることが多かった。繰り返し
交通事故に遭っている。スケジュールの間違いや忘れ
物が時々ある。遅刻が多い。

仕事では、一箇所にとどまるより動いていたいとのこと
で営業職をしている。休日も活発に動いている。動きす
ぎて、疲労から痛みがひどくなることが多い。

診察では、よく指を動かしたりして落ち着きがない。説明
に対して、うわの空で、話を聞いていないことがある。こ
ちらが話し終わる前に、かぶせて話し始める。思いつい
たように違う話題を話す。待つことが苦手で、イライラし
やすい。
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不注意症状

多動・衝動性症状



ASDと痛み

DSM-5より、ASDの診断基準に「感覚過敏・感覚
鈍麻」が追加された

ASDにおける痛みの研究は少ない

 ASD患者は健常者に比べて、疼痛閾値は同等だが、自
覚的な疼痛強度は低かった1)

臨床では、コミュニケーションの障害、こだわりが
問題となる

 説明が通じにくい

 こだわりによる運動・動作習慣で痛みが持続
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1. Yasuda (2016) Ann Gen Psychiatry



ADHDの尺度：ASRS、WURS

ASRS：Adult ADHD Self-Report Scale1)

成人ADHDのスクリーニングに有用

 パートA （6項目）のみでADHDのスクリーニングが可能

 ６項目中４項目以上がカットオフ

WURS：Wender Utah Rating scale2,3)

学童期ADHDの後方視的スクリーニングに有用

 25項目5件法で、合計0～100点

 46点以上がカットオフ
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3. 下津 (2006) 精神医学1. Kessler (2005) Psychol Med

2. Ward (1993) Am J Psychiatry



ASDの尺度：AQ

AQ：Autism-Spectrum Quotient1,2)

自閉症スペクトラム障害のスクリーニングに有用

 成人用、児童用とも50問、4件法

 合計0～50点で、成人用は33点以上がカットオフ2)

 10項目版（AQ-10）もある：7点以上がカットオフ3)
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1. Baron-Cohen (2001) J Autism Dev Disord

2. 若林 (2004) 心理学研究

3. Kurita (2005) Psychiatry Clin Neurosci


