
【各オピオイド製剤間での切り替えの方法　（薬剤Ａから薬剤Ｂへの変更）　】

【オピオイド換算表】

【注射剤持続投与の方法（目安）】

全液量48ｍL　　1時間あたり2ｍLの流速 全液量12ｍL　　1時間あたり0.5ｍLの流速　※

レスキュー1時間量早送り　30分あけて反復可 レスキュー1時間量早送り　30分あけて反復可

（※皮膚からの吸収の上限は一般的に1mL/h）

【各オピオイドの特徴】

◎レスキュー量の目安は定時の用量調節向きであり、突出痛には別に ”効果があり副作用が認容出来る量” に調節が必要なことがある

＊1 同成分のレスキュー製剤はないので、他の成分のレスキューを用いる

＊2 オキシコドン注からモルヒネ注射剤に切り替えるときは、20%減量

＊3 アンペック坐剤5mgは、10mg製剤を半分に切って使用　（詳細は薬剤部へ確認）

＊4 入院または緩和ケア外来にて導入（院内ルール）　　詳細な使用方法については添付文書、院内共通資料「アブストラル関連」を確認

【主な製剤の薬価比較】2020年5月現在

1474 円 654 円 798 円 1080 円 486 円

トラマール
(25mg 12錠)

MSコンチン
(10mg 6錠)

ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放
(20mg 2Cap）

タペンタ
(100mg 2錠)

ナルサス
(6㎎ 2錠)

ﾌｪﾝﾀﾆﾙ1日用
(2mg 1枚)

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。

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。

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

【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

現在の薬剤(A) 変更後の薬剤(B) 切り替え方法

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

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

フェンタニル貼付剤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
持続静注・皮下注B

【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）

561 円

アブストラル
100㎍　1錠

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

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

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

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
オキシコドン オキシコドン注　【持続】

商品名
ﾓﾙﾋﾈ内服
60mg換算

薬価 416 円

フェンタニル貼付剤B Bを貼った後6時間後にAを中止

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。

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。

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。

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

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

10mg/1mL　 50mg/5mL

坐剤 モルヒネ アンペック坐剤 10　 20 　30 5　＊3 10

10 10～20

ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ ナルラピド錠 1　 2 　4 1 2 3 4

10 10～20

2.4 3.6 4.8

レ

ス

キ

ュ

ー

経口剤

トラマドール トラマールOD錠 25　 50 25

オキシコドン オキシコドン錠 2.5　 5 　10   20 2.5～5

50 ― ―

モルヒネ オプソ内服液 5　 10 5 10 15 20

5～7.5

30

フェンタニル フェンタニル注 【持続】 0.1mg/2mL 　0.5mg/10mL 0.3

45 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

10mg/1mL 　50mg/5mL 15

24

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 3 4

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

40 60 80

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

300 ― ―

モルヒネ MSコンチン錠 【1日2～3回】 10　 30 　60 30 60 90 120
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緩和ケアチーム

薬　剤　部

成分名 製剤名【服用回数】
規格

（mg、院内採用は赤）
換算比（mg）

2015年8月作成

2020年5月改訂

定

時

薬

経口剤

トラマドール トラマールOD錠 【1日4回】 25 　50 150

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 20

注射剤

モルヒネ モルヒネ塩酸塩注 【持続】

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

緩和ケアチームへのコンサルト

医 師 看護師 薬剤師

静脈注射 皮下注射


