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外来治療期における早期緩和ケアの重要性

N Engl J Med. 2010 Aug 19;363(8):733-42.

◆身体的および心理社会的症状の評価

◆ケアの目標の設定

◆治療に関する意思決定の支援

◆患者個々のニーズに基づいたケアの調整

生存期間の延長に寄与



痛みと症状の薬薬連携情報共有シート

【変更点】

①緩和に多い薬学的課題欄を追加

②緩和に特化した症状の詳細欄を追加

③疼痛関連薬の詳細欄の追加



薬薬連携を活用した緩和ケア体制

2019年8月から痛みと症状の薬薬連携情報共有シートを運用開始

【運用方法】

即時性が低いが、医師にフィードバックが必要と考えられる症例を対象とする

①地域薬局薬剤師が共有シートに記載の後、FAXにて病院薬剤師に情報伝達する

(※緊急性が高い内容は電話連絡)

②内容を確認し、多職種と協議しその結果について病院薬剤師から地域薬局薬剤
師に電話にてフィードバックする



どのような場合に活用できる？

・副作用症状がCTCAE Grade2以上で、支持療法が実施されていない

・疼痛があるが鎮痛薬を使用していない、または疼痛コントロールが不十分

・用法用量が標準療法と異なる（理由が明らかなものは除く）

・アドヒアランスが不良

など



がん化学療法薬薬連携モデル内での緩和シートの運用



センター病院薬剤部ホームページ

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~urayaku/

記入例も確認できます！
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情報収集と症状評価に
基づいた治療選択



Aさん 60歳 男性

進行胃がん（肝転移、腹膜播種 cStageⅣ）

既往歴 高血圧症、脊柱管狭窄症

現症 上腹部の痛み

経過 2年前に進行がんと診断され、化学療法施行

3カ月前より痛みが出てきている

痛みが強く、自宅でも痛みによる不眠が続く

内服薬 トラマールOD（25) 1回1錠 1日4回 毎食後・眠前

ロキソプロフェンNa(60) 1回1錠 1日3回 毎食後

ランソプラゾール(15) 1回1錠 1日1回 夕食後

アムロジピンOD(2.5) 1回1錠 1日1回 夕食後

症例



がん疼痛治療のアルゴリズム

アセトアミノフェン
またはNSAIDsの開始

オピオイドの導入

残存・増強した痛みの治療

持続痛の治療 突出痛の治療

がん疼痛治療のアルゴリズムがん疼痛治療のアルゴリズム



OPQRST法

✓医療関係者が用いる問診時の手法のひとつ

✓医療面接、医療推論に用いられる

✓聴取もれが少なく、網羅的に情報収集ができる

✓医療者間の情報伝達にも有用

がん薬物療法副作用管理マニュアルより引用、改変



OPQRST法

O Onset 発症様式

P Palliative/Provocative factor 寛解因子、増悪因子

Q Quality/Quantity 性質、量

R Region/Radiation/Related symptom 場所、広がり、関連症状

S Severity/Associated symptom 強さ、随伴症状

T Time course 時間経過、日内変動

がん薬物療法副作用管理マニュアルより引用、改変



がん患者にみられる痛み

1. がんによる痛み
がんの浸潤、転移、圧迫などによる痛み

（内臓痛、体性痛、神経障害性疼痛）

2. がん治療による痛み

手術後の痛み

化学療法による痛み

放射線照射後の痛み

3. 消耗や衰弱による痛み 筋肉や関節の萎縮・拘縮、褥創

4. がん・がん治療と直接

関係のない痛み

もともと有していた疾患による痛み（脊柱管狭窄症など）

新しく合併した疾患による痛み（帯状疱疹など）

がんにより二次的に生じた痛み（筋肉痛など）

日本臨床腫瘍学会編 新臨床腫瘍学、南江堂、2009、NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology,Adult Cancer Pain 一部改変



がん疼痛治療の目標

• 第一の目標

• 痛みに妨げられずに夜間の睡眠が確保できること

• 第二の目標

• 日中の安静時に痛みがない状態で過ごせること

• 第三の目標

• 起立時や体動時の痛みが消失すること

鎮痛効果の継続と平常の日常生活に近づけること



痛みの性状と分類

特徴 治療戦略

内臓痛
腹部腫瘍の痛みなど局在が
あいまいで鈍い痛み
ずーんと重い

オピオイドが効きやすい

体性痛
骨転移など局在がはっきり
した鋭い痛み
ズキっとする

突出痛に対する
レスキューの使用が重要

神経障害性
疼痛

体性感覚神経・神経叢
への浸潤により、びりびり
電気が走るような/しびれる
/じんじんする痛み

難治性で鎮痛補助薬を
必要とすることが多い

侵
害
受
容
性
疼
痛



数値的評価スケール（頻用）

視覚的アナログスケール

口頭式評価スケール

フェイススケール（3歳以上の小児）



・痛みを言葉で例えるとどのような表現になりますか？
・耐えきれない痛みが１０として、0から10の中で、今の痛みはどれくらいですか？
・痛みの範囲は広いですか、狭いですか？
・痛みが強くなる、もしくは弱くなるタイミングや動作はありますか？

・ズキズキする痛みです
・10段階で8くらいです。日中も夜もずっと痛いです。
・痛い場所はみぞおちで、そこまで広くはないです。
・食事をしたタイミングで強くなります。
・おなかを温めると少しいいです



OPQRST法

O Onset 緩徐発症

P Palliative/Provocative factor 食事で増悪、温めで寛解

Q Quality/Quantity ズキズキするいたみ、NRS8/10

R Region/Radiation/Related symptom みぞおち、限局

S Severity/Associated symptom 眠れないほど強い

T Time course
持続的
（１日１２時間以上続く）



疼痛に応じた推奨

軽度
（NRS1-3)

中等度
（NRS4-6)

高度
（NRS7-10)

突出痛

推奨 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ

NSAIDs

モルヒネ
ヒドロモルフォン
オキシコドン
フェンタニル
タペンタドール

レスキュー薬

条件付き推奨 コデイン
トラマドール
ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ －

経粘膜性フェン
タニル

メサドン

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン（2020年版）



J Clin Oncol. 2016 Feb 10;34(5):436-42.

弱オピオイド vs 低用量強オピオイド

反応率、除痛が得られるまでの速度も
低用量強オピオイドが勝る！



本日、来局されました。
上腹部に限局した持続痛があり、NRSは最大8/10
とのことです。前回と同様にトラマールが処方さ
れていますが、疼痛による不眠の訴えもあるため、
強オピオイド導入を検討してもよい印象を持ちま
した。
食事の時に増悪するとのことなので、食前に使用
できるレスキュー薬もあると苦痛なく食事できる
と考えます。
来週再診予定とのことです。今後の疼痛管理の方
針について確認ならびに薬局への共有をお願いし
ます。

✓

✓ NRS 8/10

トラマールOD（25) 1回1錠 1日4回 毎食後・眠前
ロキソプロフェンNa(60) 1回1錠 1日3回 毎食後



処方提案

オキシコドン徐放カプセル（5） １回１錠 １日2回 8時 20時

オキシコドン速放錠（2.5） １回１錠 痛みが強いとき

ロキソプロフェンNa(60) 1回1錠 1日3回 毎食後

ランソプラゾール(15) 1回1錠 1日1回 夕食後

アムロジピンOD(2.5) 1回1錠 1日1回 夕食後

ノバミン(5) 1回1錠 1日3回 毎食前（吐き気なければ中止可）

ピコスルファートNa液 便秘時 1回10～15滴



突出痛への対応



Aさん 60歳 男性

進行胃がん（肝転移、腹膜播種 cStageⅣ）

既往歴 高血圧症、脊柱管狭窄症

現症 上腹部の痛み

経過 2年前に進行がんと診断され、化学療法施行

3カ月前より痛みが出てきている

痛みが強く、自宅でも痛みによる不眠が続く

オキシコドンの内服が開始となり、安静時の痛みは改善し眠れるようになった

しかし、食事の際に疼痛が増強する

症例



突出痛

【定義】

定期的に投与されている鎮痛薬で持続痛（1日のうち12時間以上持続する痛み）
が良好にコントロールされている場合に生じる、短時間で悪化し自然消失する
一過性の痛み

痛みの発生からピークまで 5～10分

持続時間 30～60分

発生部位の8割は持続痛と同じ場所

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン（2020年版）





突出痛のサブタイプ

体性痛 内蔵痛 神経障害性疼痛

予測できる突出痛
歩行、立位、座位保
持などに伴う痛み

（体動時痛）

排尿、排便、嚥下、咳
嗽などに伴う痛み

姿勢や体動による神経
圧迫などの刺激に伴う

痛み

予測できない突出痛

・痛みの誘因があるもの
ミオクローヌス、咳
嗽など不随意な動き

に伴う痛み

腸管や膀胱の攣縮など
に伴う痛み

脳脊髄圧上昇や、不随
意な動きによる神経の

圧迫

・痛みの誘因がないもの 特定できる誘因がなく生じる突出痛



《オプソ®内服液 添付文書》

レスキュー薬が効果を発現するまでに30ー60分はかかる

最大効果を発揮するまでに突出痛は治まってしまう？



効果的なレスキュー使用方法

体性痛 内蔵痛 神経障害性疼痛

予測できる突出痛
歩行、立位、座位保
持などに伴う痛み

（体動時痛）

排尿、排便、嚥下、咳
嗽などに伴う痛み

姿勢や体動による神経
圧迫などの刺激に伴う

痛み

予測できない突出痛

・痛みの誘因があるもの
ミオクローヌス、咳
嗽など不随意な動き

に伴う痛み

腸管や膀胱の攣縮など
に伴う痛み

脳脊髄圧上昇や、不随
意な動きによる神経の

圧迫

・痛みの誘因がないもの 特定できる誘因がなく生じる突出痛

痛みを伴う動作の30分前にレスキュー使用

痛み始めたときにレスキュー使用



オキシコドン徐放カプセル（5） １回１錠 １日2回 8時 20時

オキシコドン速放錠（2.5） １回１錠 痛みが強いとき

ロキソプロフェンNa(60) 1回1錠 1日3回 毎食後

ランソプラゾール(15) 1回1錠 1日1回 夕食後

アムロジピンOD(2.5) 1回1錠 1日1回 夕食後

ノバミン(5) 1回1錠 1日3回 毎食前（吐き気なければ中止可）

ピコスルファートNa液 便秘時 1回10～15滴

状況により効果的なレスキュー使用方法を指導することが重要！



レスキューは大事だけれども・・

「1日2回の薬は効きが悪い気がする。だから飲んだり飲まなかったりです。」

「あの先生はこんなに痛いのにレスキューをちょっとしか出してくれない。
何回使ってもいいよって言ってたのに！！」

偽依存かもしれません



偽依存？

• 症状に対して処方が不十分なために追加の薬を必要とする状態

• これまでよりレスキュー薬の使用回数が増加するため、依存と間違えられることがある

• 偽依存は医原性症候群であるともいえる

もしこのような患者さんがいたら・・・

いっしょに考えましょう！
トレーシングレポート（or 電話）でご連絡ください。

ファルマシア Vol.54 No.6 2018



有害事象への対応



医療用麻薬の副作用

副作用の予防とケアが重要



オピオイドの主な副作用

•便秘

•悪心・嘔吐

•眠気

•せん妄・幻覚

•口渇

•掻痒感

•排尿障害



Aさん 60歳 男性

進行胃がん（肝転移、腹膜播種 cStageⅣ）

既往歴 高血圧症、脊柱管狭窄症

現症 上腹部の痛み

経過 2年前に進行がんと診断され、化学療法施行

3カ月前より痛みが出てきている

痛みが強く、自宅でも痛みによる不眠が続く

オキシコドンの内服が開始となり、安静時の痛みは改善し眠れるようになった

しかし、食事の際に疼痛が増強する

レスキューを効果的に使用し疼痛は改善した

排便は3日に1回程度の硬便であり便秘傾向

症例



便秘

• ほとんどの患者に生じるため、オピオイド開始時にあらかじめ下剤を併用する

• 耐性が生じないため、オピオイド使用中は継続的な対策が必要

• 水分・食物繊維の摂取を促す

• 下剤には、便を軟らかくする浸透圧下剤と、腸蠕動を亢進させる大腸刺激性下剤

がある

• 便秘の状況により下剤を使い分ける



オピオイド誘発性便秘（OIC）

オピオイド治療開始時、排便の習慣やパターンに以下の変化が現れること

✓排便頻度の低下

✓いきみを伴うようになる / より強いいきみをともなうようになる

✓残便感

✓排便時に苦痛を感じる

Rome委員会 2016



ブリストル便形状尺度

日本消化器病学会ガイドライン IBSガイド より引用



本日、来局されました。
先日オキシコドンによる疼痛コントロールを開始され、
疼痛コントロールは良好でしたが、便秘に難渋している
ようです。
本日は手持ちのピコスルファートNa液の用量調節につい
て指導しましたが、ブリストル便形状尺度１程度の硬便
が3日に1回程度とのことです。
腎機能障害なく高マグネシウム血症のリスクは低いと考
えられるため、酸化マグネシウムの定時内服が効果的で
ある可能性があります。確認をお願いします。

✓

✓ 3日に1回 硬便

オキシコドン徐放製剤（5) 1回1錠 1日2回 12時間毎
ロキソプロフェンNa(60) 1回1錠 1日3回 毎食後



処方提案

オキシコドン徐放カプセル（5） １回１錠 １日2回 8時 20時

オキシコドン速放錠（2.5） １回１錠 痛みが強いとき

ロキソプロフェンNa(60) 1回1錠 1日3回 毎食後

ランソプラゾール(15) 1回1錠 1日1回 夕食後

アムロジピンOD(2.5) 1回1錠 1日1回 夕食後

酸化マグネシウム(330) 1回2錠 1日3回 毎食後（自己調節可）

ピコスルファートNa液 便秘時 1回10～15滴



ナルデメジン（スインプロイク®錠 ）

規格：0.2mg

用法：1日1回 0.2㎎

特徴：

オピオイド誘発性便秘症治療薬

消化管の末梢μオピオイド受容体に結合してオピオイド鎮痛薬と拮抗すること
により便秘症状を改善する

脳転移等ある場合は血液脳関門を通過しオピオイドの効果が減弱してしまう
可能性がある



オピオイド換算表





オピオイド換算表

坐剤 モルヒネ アンペック坐剤 10　 20 　30 5　＊3 10 10 10～20

注射剤

モルヒネ モルヒネ塩酸塩注　【持続】 10mg/1mL 　50mg/5mL

1時間量早送り

ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ ナルベイン注　【持続】 2mg/1mL 　20mg/2mL

口腔粘膜

吸収剤
フェンタニル アブストラル舌下錠 100µg  200µg  400µg

推奨

しない
100μｇから開始＊4

5～7.5 10 10～20

ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ ナルラピド錠 1　 2 　4 1 2

オキシコドン オキシコドン注　【持続】 10mg/1mL　 50mg/5mL

3 4

フェンタニル フェンタニル注　【持続】 0.1mg/2mL 　0.5mg/10mL

レ

ス

キ

ュ

ー

経口剤
オキシコドン オキシコドン錠 2.5　 5 　10   20 2.5～5

4.8

50 ― ―

モルヒネ オプソ内服液 5　 10 5 10 15 20

トラマドール トラマールOD錠 25　 50 25

60

オキシコドン オキシコドン注 【持続】＊2 10mg/1mL 　50mg/5mL 15 30 45 60

0.6 0.9 1.2

モルヒネ塩酸塩注 【持続】 10mg/1mL 　50mg/5mL 15 30

フェンタニル

20 40 60

定

時

薬

ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ ナルベイン注 【持続】 2mg/1mL 　20mg/2mL 1.2 2.4 3.6

経口剤

24ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ ナルサス錠 【1日1回】 2　 6 　12 　24 6 12 18

注射剤

モルヒネ

貼付剤 フェンタニル
フェンタニル１日用テープ

【1日1回】
1　 2 　4 　6 　8 1 2

フェンタニル注 【持続】 0.1mg/2mL 　0.5mg/10mL

300 ― ―

モルヒネ MSコンチン錠 【1日2～3回】 10　 30 　60 30 60 90 120

トラマドール トラマールOD錠 【1日4回】 25 　50

80

タペンタドール

成分名 製剤名【服用回数】
規格

（mg、院内採用は赤）
換算比（mg）

150

タペンタ錠 【1日2回】＊1 25 　50 　100 100 200 300 400

3 4

0.3

45

オキシコドン ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放ｶﾌﾟｾﾙ 【1日2回】 5　 10 　20 　40

オピオイドスイッチ（他のオピオイドへの切り替え）は縦軸の用量を目安にしてください
〈例〉
定時薬：MSコンチン錠 60㎎/day ≒ オキシコドン徐放カプセル 40㎎/day
レスキュー：オプソ内服液 10㎎/回 ≒ オキシコドン錠 5～7.5㎎/回



各オピオイド製剤間での切り替えの方法

持続静注・皮下注B

【疼痛コントロール不良時】

Aをはがした後直ちにBの換算量の予定投与量の1/2程度で開始

疼痛、眠気の様子をみて6時間後を目安に予定投与量へ増量

フェンタニル貼付剤B

フェンタニル貼付剤A

すべての経口剤B
Aをはがした後12時間後からBを開始

＊12時間後までは原則レスキュー対応

【疼痛コントロール良好時】

Aをはがした後6時間後を目安にBを換算量で開始

Bを貼った後6時間後にAを中止

すべての経口剤A

他の経口剤B
次のAの投与予定時間にBを開始、Aは中止

＊変更後最低2日は増量しない

持続静注・皮下注B

【疼痛コントロール不良時】

直ちにBの換算量の予定投与量の1/2程度で開始

疼痛、眠気の様子をみて6時間後を目安に予定投与量へ増量

【疼痛コントロール良好時】

Aの最終投与6時間後を目安にBを換算量で開始

（１日１回製剤はＡ服用12時間後に開始）

フェンタニル貼付剤B

Aの最終投与と同時にBを貼る　（１日１回製剤はＡ服用12時間後に貼る）

＊疼痛時はレスキュー対応

＊変更後最低2日は増量しない

　経口剤導入初期に貼付剤に変えるとコントロール困難になる可能性あり

持続静注・皮下注A

すべての経口剤B Aの中止と同時にBを開始

他の持続静注・皮下注B Aの中止と同時にBを開始

現在の薬剤(A) 変更後の薬剤(B) 切り替え方法

薬剤（A)から薬剤（B）への切り替えの方法（タイミング等）について記載しています
〈例〉
経口剤（A)から他の経口剤（B）は次の（A）投与予定時間に（B）を開始
その時点で（A）は中止する



各オピオイドの特徴

トラマドール

麻薬処方箋は不要。 神経障害性疼痛にも有効とされる。

鎮痛効果に上限有（400ｍｇ/日で無効時強オピオイド鎮痛薬へ変更）。

相互作用が多い（CYP3A4、CYP2D6で代謝）。　MAO阻害薬投与中および中止14日以内は禁忌。

タペンタドール

モルヒネ・オキシコドンと比較して、便秘や悪心・嘔吐を生じにくい。 神経障害性疼痛にも有効とされる。

500ｍｇ/日を超える時は原則他の強オピオイド鎮痛薬へ変更する。

錠剤は大きい。　MAO阻害薬投与中および中止14日以内は禁忌。

ヒドロモルフォン

徐放錠（ナルサス錠）は1日1回投与で持続した鎮痛効果が得られる。

腎機能が悪い患者にも比較的安全に使用できる。

CYPによる代謝を受けず、薬物相互作用の可能性が低い。

フェンタニル

腎機能の影響を受けない。 大量投与になると効果が頭打ちになることがある。

便秘は少ない。　相互作用が多い（CYP3A4で代謝）。

呼吸抑制に対する安全域が狭いとの報告あり。　呼吸困難には無効。

　　＊貼付剤は吸収に個人差が大きく注意が必要。増量や減量の際の調節性は劣る。

　　＊口腔粘膜吸収剤は即効性なので、乱用防止に配慮が必要。必ず100㎍から開始。

オキシコドン
腎機能が悪い患者にも比較的安全に使用できる。　相互作用が多い（CYP3A4、CYP2D6で代謝）。

呼吸困難に対する効果はモルヒネよりエビデンスが弱い。

成分 特徴など

モルヒネ
腎機能が悪い(CCr 30mL/min未満）患者では、鎮静など副作用が増強するので注意が必要。

呼吸困難にも有効。



患者と医療者の認識の違い

• 医療者は、患者の主観的症状に対して過小評価する傾向がある

• 医療者だけの有害事象評価では毒性（症状）の評価が不十分である

Basch E. N Engl J Med 2010;362:865-869.

患者の声に耳を傾け、今どのような対応が必要なのか
職種や立場を超えて考えていくことが重要



緩和ケアの担い手として、連携しながら
一緒により良い患者サポートを！


