
令和２年２月２日
高知県薬剤師会
在宅・介護委員会伊藤悠人



本日のメニュー

①オピオイドに関する基礎知識の確認

②代表的オピオイド 製品紹介

③実際の症例をもとに、

タイトレーション、レスキュー、

スイッチング演習



本日のメニュー

①オピオイドに関する
基礎知識の確認

②代表的オピオイド 製品紹介

③実際の症例をもとに、

タイトレーション、レスキュー、スイッチング
演習



WHO方式がん性疼痛治療法における
3段階除痛ラダー

オピオイド

ここでモルヒネ
も使って良い！

モルヒネ
オキシコドン
フェンタニル
トラマドール
タペンタドール

コデイン
メサドン
ブプレノルフィン
ペンタゾシン
ヒドロモルフォン

オピオイド受容体に
結合する薬物の総称

そのうち鎮痛薬として・・・

轡基治先生（うえまつ調剤薬局）提供資料 一部改編
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脊髄
・鎮痛作用

消化管
・機能低下

・括約筋収縮

・蠕動抑制

脳
・鎮痛作用

・呼吸抑制

・催吐作用

・鎮静

・精神依存性

・鎮痛の調節

・依存性の抑制

オピオイド受容体各サブタイプの働き
（主に行動薬理学的分類による）

轡基治先生（うえまつ調剤薬局）提供資料



腫瘍による

臓器・組織への圧迫・浸潤

侵害受容性疼痛

神経組織への圧迫・浸潤

神経障害性疼痛
鎮痛補助薬

加齢や他の疾患による痛み

関節痛 ・ 筋痛 ・ 頭痛など
（慢性疼痛）

・内臓痛
オピオイド

疼痛の性質による分類

・体性痛
NSAIDs

レスキュー



侵害受容性疼痛の分類

内臓痛

障害部位

誘発刺激

痛みの特徴

鎮痛薬の適応

体性痛

消化管・固形臓器 骨・筋・皮膚

管腔内圧上昇
臓器被膜伸展
消化管通過障害

機械的刺激
（切る・刺す・叩く等）

部位が不明瞭
疼く・圧迫される・
絞られる
重苦しい痛み

部位は明瞭
体動や負荷に伴う強い痛み
持続する痛みもある

オピオイド反応性 NSAIDsの併用



神経障害性疼痛

定義：末梢・中枢神経の直接的損傷に伴って発生する痛み
（日本緩和医療学会、がん性疼痛の薬物療法に関するガイドライン）

~痛みの特徴~

自発痛：
刺激に依存しない神経興奮に伴い発生する。

「灼けるような」、「刺されるような」、
「電気が走るような」、 「しびれるような」、
「じんじんするような」

刺激に誘発される痛み
痛覚過敏、感覚過敏、アロディニア（触るだけで痛む）



有効と思われる痛みの
種類

薬効分類 一般名 開始用量 （1日あたり）

１. 持続的な痛み 抗うつ薬

アミトリプチリン 10-25mg

イミプラミン 10-20mg

アモキサピン 10-25mg

２. 間欠的な痛み 抗けいれん薬

カルバマゼピン 50-100ｍｇ

クロナゼパム 0.25-0.5mg

プレガバリン（リリカ） 50－75mg

ガバペンチン（ガバペン） 200－300mg 

１及び２
NMDA拮抗薬 イフェンプロジル 300mg

抗不整脈薬 メキシレチン 150mg

神経圧迫による痛み ステロイド剤

プレドニゾロン 作用が広範なため、
全身状態を考慮の上
決定デキサメタゾン

ベタメタゾン

鎮痛補助薬として用いる主な経口薬剤



モルヒネ塩酸塩



モルヒネ塩酸塩

M6G蓄積→傾眠、せん妄、呼吸抑制。
M3G蓄積→神経毒性（＋）によるミオクローヌス（片手、上
腕、太もも、顔などの筋肉に起こる素早い不随意収縮

腎機能低下
時要注意！

轡基治先生（うえまつ調剤薬局）提供資料



モルヒネの主な薬理作用の有効用量の比較

 ほぼ確実に出る副作用：便秘、嘔気
 出る人には出る：せん妄
 容量依存で出る可能性：縮瞳、傾眠、呼吸数低下（呼吸抑制）



スインプロイク錠0.2mg

分類 末梢性μ受容体拮抗薬

定期 1日1回服薬

Tmax(hr) 2.0 （５時間で効果）

T1/2(hr) 10

適応 オピオイド誘発性便秘症
（OIC）

粉砕、溶解 不可

食事影響 うけない

規格 薬価

0.2m
g

277.1



嘔気・嘔吐



嘔気・嘔吐の作用機序



嘔気・嘔吐の治療薬一覧



オピオイド過量投与時の三大兆候と観察

縮瞳 傾眠 呼吸抑制

観察指標

観察
ポイント

・瞳孔径2～3mm
からピンホール状

・何もせずにいる
とウトウトする

・昼間の睡眠が多
くなる

・安静時呼吸数10回/分以
下

・チェーンストークス呼吸
が観察されることがある

・普段の瞳孔径を観
察し、過量を疑う際
の対照とする

・オピオイドによる
縮瞳は暗がりでも瞳
孔散大しにくい

・声がけなどで覚
醒する

・傾眠がみられた
時点で呼吸数も
チェックする

・安静時や睡眠時の呼吸
数を観察しておくと比較
対照にできる

・通常、安静時の呼吸数
は15回程

発現順序

重複して発現することが多いため、
少なくとも縮瞳と傾眠の有無は常に観察する

「Rp. 処方の教室」2012年夏号（南山堂）
医療用麻薬適正使用ガイダンス（2012、厚生労働省）より引用・改変

轡基治先生（うえまつ調
剤薬局）提供資料



持続痛と突出痛

バッカル錠、舌下錠

モルヒネ塩酸塩錠

モルヒネの



レスキュードーズの設定

Base Rescue 目安（前後して良い）

モルヒネ

SAO
オプソ内用液® 

モルヒネ塩酸塩錠
モルヒネ原末
アンペック坐剤® 

1回あたり
Base投与量の1/6

オキシコドン
SAO
オキノーム散® 

1回あたりBase投与量
の1/8～1/4

フェンタニル

上記Rescue使用OK

＊フェンタニル成分のROO

イーフェンバッカル® 

アブストラル舌下錠® 

イーフェンバッカル、
アブストラル舌下錠は
50～100μgから徐々に
合う量を探す



SAOと ROO

SAO:Short-acting opioid：短時間作用型

効果発現：30分程度、最大効果：1時間後、数時間
持続
もっとも痛い時に間に合わず、痛みの消失後にも少
し残り眠気＋となることがある
＜オプソ® 、オキノーム® ＞

ROO:Rapid-onset opioid：速攻型

効果発現：10～15分、持続時間：1～2時間
突出痛ピークで効果あり、痛みが消えた後の薬剤の
影響は減少、血中濃度の急激な上り方と副作用の因果
関係を要観察
＜アブストラル® 、イーフェンバッカル® ＞
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試料物質の量（痛み）と反応する必要十分な既知濃度
の試薬（オピオイド）の量を求めること

中和滴定 ：［試料］［試薬］［反応］
アルカリ＋ 酸滴下 → 中和

疼痛治療 ： 痛み ＋ 鎮痛薬 → 緩和

次回投与量 ＝現在の総1日投与量
＝1日量（定時分）＋1日頓用量

疼痛時頓用加算法

［山室誠：がん患者の痛みの治療.第2版、中外医学社、東京、1997 ］

滴定 （titration) ～オピオイドの至適量には個人差がある～

※増加量は、安全のため50％以下（２０～３０％増量のケースも多い）



step2

【初回の処方】

定時：40 mg/日、12時間毎

レスキュー：10mg/回

step1

目標（至適投与量）
レスキューが

０～２回となる量

step3評価と調整（滴定）

【本日の処方】

定時
40mg＋10×4＝80mg／日
ベースアップは50％までとすると

60mg/日、レスキュー10mg/回と設定

現在のオピオイド

2020

朝 夜

10 10 10 10

タイトレーション titration

Step４ 疼痛と眠気を
経過観察

疼痛増強で30～50％増量
眠気強い場合は
減量かスイッチングを検討

轡基治先生（うえまつ調剤薬局）提供資料



オピオイドローテーション
※呼称変更→オピオイドスイッチング

オピオイドスイッチングとは？

部分的なスイッチングを行う



コデインリン酸塩
180mg／日

トラマドール
150mg／日

オキシコドン
20mg／日

モルヒネ注
静脈1/3,皮下1/2(医師判断)

10～15mg／日

モルヒネ
３０mg／日

モルヒネ坐剤
20mg／日

換算基礎知識

フェンタニル
注射剤

300μg／日

フェントステープ® 

1mg／日

デュロテップMTパッチ®

2.1mg／日

ワンデュロパッチ® 

0.84mg／日

タペンタドール
100mg／日 ナルサス

6mg／日



①オピオイドの1日総量を計算する

②新しいオピオイドの量を等力価比を用いて計算する

③別のオピオイドに置換するとき、眠気等の副作用が慣れ

て少なくなっていたものが再度出現する可能性がある。

このため20～30%減量した量を1日量として設定する

（切り替え前に強い痛みがあるときは減量幅を少なくする）

④定時投与量を決める

⑤レスキュー量を決定する

⑥鎮痛効果と副作用の観察を行う

オピオイドスイッチング手順



オピオイドスイッチング 貼付剤



本日のメニュー

①オピオイドに関する基礎知識の確認

②代表的オピオイド
製品紹介

③実際の症例をもとに

タイトレーション、レスキュー、スイッチング
演習



①モルヒネ製剤

（定期オピオイド）



MSコンチン錠
10mg、30mg、60mg

分類 モルヒネ塩酸塩
水和物徐放錠錠

定期 12時間ごと

レスキュー 不可

Tmax(hr) 2.7

T1/2(hr) 2.6

腎機能↓ 減量か使用避ける

味

粉砕、溶解 不可

食事影響 ほとんど受けない

規格 薬価

10mg 245.6

30mg 713.5

60mg 1288.1



モルペス細粒
2％0.5g包(10mg)、6％0.5g包(30mg)

分類 モルヒネ硫酸塩水和物

定期 12時間ごと

レスキュー 不可

Tmax(hr) 2.4

T1/2(hr) 8.7

腎機能↓ 減量か使用避ける※

味 甘いコーティング

粉砕、溶解 ８Fr以上カテで経管可
※シリンジに２割残るので、
牛乳や経腸栄養剤に混ぜる

食事影響 ほとんど受けない
※食事に混ぜた場合10分以
内に服用

※ジェネリック

規格 薬価

2％0.5g
(10mg)

403.7/g

6％0.5g
(30mg)

1065.0/g



①モルヒネ製剤

（レスキュー）



オプソ内服液
5mg(2.5ml)、10mg(5ml)

分類 モルヒネ塩酸塩内服液剤内
服液

定期 4時間ごと

レスキュー 可

Tmax(hr) 0.9

T1/2(hr) 2.2

腎機能↓ 減量か使用避ける※

味 酸味のある甘さ

粉砕、溶解 １本飲み切り

食事影響 ほとんど受けない

問題点 錠剤、原末より高額

SAO

規格 薬価

5mg
2.5ml

115.7

10mg
5ml

214.6



アンペック坐剤
10mg、20mg、30mg

分類 モルヒネ塩酸塩坐剤

定期 6〜12時間ごと

レスキュー 可

Tmax(hr) 1.5

T1/2(hr) 4.2

腎機能↓ 減量か使用避ける

※頑固な便秘患者では
溶けにくいことがある規格 薬価

10mg 320.1

20mg 612.9

30mg 866.3



①モルヒネ製剤

（注射）



モルヒネ塩酸塩注射液
シオノギ、タケダ、田辺三菱
第一三共、大日本住友（アンペック注）
10mg(1%)１ml、50mg(1%)5ml

200mg(4%)５ml

販売名 アンペック注
塩酸モルヒネ注射液
など

定期 持続静注
持続皮下注

レスキュー 可

Tmax(hr) -

T1/2(hr) -

腎機能↓ 減量か使用避ける※

200mgは４％です。５０mgなどから切
り替えのときは注入速度に要注意！！！

規格 薬価

10mg(1%)
1ml

305.0

50mg(1%)
5ml

1371.0

200mg(4%)
5ml

5065.0



プレペノン注シリンジ
50mg(1%)5ml、100mg(1%)10ml

分類 モルヒネ塩酸塩注射液

定期 持続静注
持続皮下注

レスキュー 可

腎機能↓ 減量か使用避ける

薬価：100mg(1%)：2620薬価：50mg(1%)：1368

（ジェネリック）



②オキシコドン製剤

（定期オピオイド）



オキシコンチン錠 (TR錠)
5mg、10mg、20mg、40mg

分類 オキシコドン塩酸塩
水和物徐放錠錠

定期 12時間ごと

レスキュー 不可

Tmax(hr) 2.5

T1/2(hr) 5.7

腎機能↓ 使用する

味 普通

粉砕、溶解 不可

食事影響 ほとんど受けない

肝代謝 CYP3A4で不活性、
CYP2D6により強い
活性をもつものに変
化（ごく微量）

※ゴーストピル排泄

規格 薬価

5mg 134.0

10mg 250.5

20mg 464.5

40mg 848.5



オキシコドン徐放錠「第一三共」
5mg、10mg、20mg、40mg

分類 オキシコドン塩酸塩徐放
錠

定期 12時間ごと

レスキュー 不可

Tmax(hr) 空腹時3.0(1.0〜6.0)

T1/2(hr) 4.32±0.486

腎機能↓ 使用する

味 普通

粉砕、溶解 不可

食事影響 食後Tmax4.5

肝代謝 CYP3A4で不活性、
CYP2D6により、強い活
性をもつものに変化（ご
く微量）

規格 薬価

5mg 97.0

10mg 181.0

20mg 327.9

40mg 599.3



②オキシコドン製剤

（レスキュー）



分類 オキシコドン塩酸塩水和物散

定期 6時間ごと（1日４回）

レスキュー 可

Tmax(hr) 1.9

T1/2(hr) 6.0

腎機能↓ 使用する

味 さっぱりした甘味

粉砕、溶解 １gあたり水５mlで溶解可能

食事影響 ほとんど受けない

肝代謝 CYP3A4で不活性、
CYP2D6により強い活性をも
つものに変化（ごく微量）

オキノーム散
0.5%：2.5mg(0.5g)、5mg(1g)

1%：10mg(１g)  、 2%：20mg(1g)
SAO

規格 薬価

2.5mg 57.1

5mg 115.5

10mg 229.1

20mg 474.6



②オキシコドン製剤

（注射）



オキファスト
(10mg)1%1ml、(50mg)1%5ml

薬価：10mg：341

薬価：50mg：1555

販売名 オキシコドン塩酸塩
水和物注射液

定期 持続静注
持続皮下注

レスキュー 可

Tmax(hr) 11.5〜11.6

T1/2(hr) -

腎機能↓ 使用可能

食事影響 ほとんど受けない

肝代謝 CYP3A4で不活性、
CYP2D6により強い
活性をもつもに変化
（ごく微量）



③フェンタニル製剤

（定期オピオイド）



分類 フェンタニルクエン酸塩
経皮吸収型製剤

定期 ２４時間ごと

レスキュー 不可

Tmax(hr) 20.1

T1/2(hr) 27.1

腎機能↓ 使用可能

肝代謝 CYP3A4で代謝

フェントステープ

0.5mg 301.6

1mg 562.9

2mg 1047.5

4mg 1956.6

6mg 2823.7

8mg 3663.6

フェントステープ
協和発酵キリン、久光製薬：２社販売



ワンデュロパッチ

分類 フェンタニル経皮吸
収型製剤

定期 ２４時間ごと

レスキュー 不可

Tmax(hr) 18

T1/2(hr) 21.3

腎機能↓ 使用可能

肝代謝 CYP3A4で代謝

ワンデュロパッチ

0.84mg 526.6

1.7mg 1004.0

3.4mg 1874.6

5mg 2642.1

6.7mg 3474.5



デュロテップMTパッチ

分類 フェンタニル経皮吸収型製剤

定期 ７２時間ごと

レスキュー 不可

Tmax(hr) 30.8

T1/2(hr) 21.4

腎機能↓ 使用可能

肝代謝 CYP3A4で代謝

デュロテップ
MT

フェンタニル３日用「テ
ルモ」「HMT」「明治」

2.1mg 1767.6 1222.8

4.2mg 3164.6 2260.8

8.4mg 5979.1 4201.9

12.6mg 8614.6 5855.1

16.8mg 10590.2 7883.8



③フェンタニル製剤

（レスキュー）



分類 フェンタニルクエン酸塩口
腔粘膜吸収製剤

定期 適応無し

レスキュー 可、４時間以上あける

Tmax(hr) =0.75 、 t1/2=7.7

腎機能↓ 使用可能

肝代謝 CYP3A4で代謝

規格 薬価

50μg 499.1

100μg 708.6

200μg 958.6

400μg 1361.5

600μg 1577.6

800μg 1884.7

 50μgまたは100μgから開始、１段階ずつ至
適用量を決定する。4時間以上あけて１日4回
まで

用量調整期・・・投与終了後30分後以降に同
一用量の製剤を１回のみ追加可能

１回用量の上限は800μg
誤用防止のため、用量の異なる製剤を同時処
方してはいけない

 上顎臼歯の歯茎と頬の間で溶解。30分経って
も口腔内に残った場合は嚥下可能。

 かむ、舐めるで吸収低下、効果減弱

 味、香りなし
 吸湿性有り、使用直前開封

イーフェンバッカル
ROO



アブストラル舌下錠
分類 フェンタニルクエン酸塩舌

下錠

定期 適応無し

レスキュー 可、２時間以上あける

Tmax(hr) =0.5、 t1/2=5    (100 
μg)

腎機能↓ 使用可能

代謝 CYP3A4で代謝

規格 薬価

100μg 566.0

200μg 791.4

400μg 1089.5

 100μgから開始、１段階ずつ至適用量を決
定する。２時間以上あけて１日4回まで

用量調整期・・・投与終了後30分後以降に
同一用量の製剤を１回のみ追加可能

１回用量の上限は800μg
誤用防止のため、用量の異なる製剤を同時処
方してはいけない

 舌下で溶解。

 味 ：ほのかに甘い
 吸湿性：あり

ROO



③フェンタニル製剤

（注射）



フェンタニル注射液
0.1mg ,0.25mg ,0.5mg

分類 フェンタニルクエン酸注
射液

定期 持続静注
持続皮下注

レスキュー 可

Tmax(hr) -

T1/2(hr) -

腎機能↓ 使用可能

肝代謝 CYP3A4で代謝

フェンタニル注
「第一三共」

フェンタニル注
「ヤンセン」

0.1mg 2ml 276 197

0.25mg 5ml 650 477

0.5mg 10ml --- 927



④ヒドロモルフォン製剤
（定期オピオイド）



ナルサス錠 2mg、6mg、12mg、24mg

分類 ヒドロモルフォン塩酸塩

定期 24時間ごと

レスキュー 不可

Tmax(hr) 3～5

T1/2(hr) 16.8

腎機能↓ 使用する

味 普通

粉砕、溶解 不可

食事影響 ほとんど受けない

規格 薬価

2mg 206.6

6mg 540.0

12mg 990.2

24mg 1815.8



④ヒドロモルフォン製剤
（レスキュー）



ナルラピド錠 1mg、2mg、4mg

分類 ヒドロモルフォン塩酸塩

定期 6時間ごと

レスキュー 可

Tmax(hr) 0.5～1

T1/2(hr) 5～9

腎機能↓ 使用する

味 普通

粉砕、溶解 不可

食事影響 ほとんど受けない

規格 薬価

1mg 112.6

2mg 206.6

4mg 378.8



⑤タペンタドール



タペンタ錠 25mg、50mg、100mg

分類 タペンタドール塩酸
塩徐放錠

定期 12時間ごと

レスキュー 不可

Tmax(hr) 5.0

T1/2(hr) 6.1

腎機能↓ 使用する

味 普通

粉砕、溶解 不可（できない）

食事影響 うけない
規格 薬価

25mg 110.7

50mg 210.1

100mg 399.0

特徴 下行性痛覚抑制系

乱用防止 とても固い
水に溶かすとゲル状



本日のメニュー

①オピオイドに関する基礎知識の確認

②代表的オピオイド 製品紹介

③実際の症例をもとに
タイトレーション、
レスキュー、
スイッチング演習



実際の症例をもとに

①フェントステープの開始

②レスキュー回数の増加 ベースの検討

③フェントス→ナルサスにスイッチング

（ナルサスによる副作用対策）

④ナルサス→モルヒネ持続皮下注に変更



患者情報

８１歳 女性

肺癌 転移性骨腫瘍 癌性リンパ管炎

デカドロン(0.5) １×朝

ワントラム(100) １×朝

マグミット(250) 6×毎食後

ノバミン(５) １×吐き気時



① フェントステープの開始

Q1 定期オピオイドの量と、レスキュー薬は適正かアセスメント

Q2 フェントステープ開始時に注意すべき点

家族、訪問看護さんに伝える点

１）フェントステープ0.5mg 1日１枚
【ワントラム(100) 1×朝からの切り替え】

２）オキノーム散２.5mg １包 疼痛時
上記処方追加



② レスキュー回数↑ フェントスの増量

Q1 フェントステープの用量を提案してください

Q2 増量後の、ベースとレスキューのバランスをアセスメント

突出痛＋ 現在の処方は
１）フェントステープ１mg 1日１枚
２）オキノーム散5mg １包 疼痛時 （５mg /回を1日６回）
タイトレーションが必要



③ フェントステープ→ナルサスに変更

Q1 オピオイドスイッチング 適正かアセスメント

Q2 切り替えるタイミング（フェントス剥がして、ナルサスはいつ飲む？）

持続痛＋ フェントス3mgでも改善せず、ナルサスに変更
１）ナルサス錠18mg １錠 １×朝食後
２）ナルラピド錠４mg １錠 １×疼痛時
上記処方に変更



③ フェントステープ→ナルサスに変更（続き）

Q1 ノバミンの効果は期待できるか？

Q2 スインプロイクは中止すべき？他に中止すべき薬がある？

看護師さんからTELあり
①ナルサスに変更後、吐き気、嘔吐がひどい。ノバミンは効くか？
②スインプロイクで下痢が起こった。やめていいか？



④ モルヒネ持続注射に変更

Q1 注射開始のタイミング

Q2 タイトレーション、レルキューの量は適正か

内服困難となり、モルヒネ持続皮下注に変更
１）モルヒネ塩酸塩注射液 48mg/日 (2mg/h)

【レスキュー疼痛時 2mg/回 ロックアウト時間：15分】



最後に

・訪問看護師さんが、要！

・日々、状況は変化する。

・連携は密に、そして迅速に報告を

・薬剤師の視点から、報告を！！



ご静聴ありがとうございました。

（次ページより回答例 記載）



① フェントステープの開始

Q1 定期オピオイドの量と、レスキュー薬は適正かアセスメント

ワントラム（トラマドール100mg）＝フェントス 0.67mg

スイッチングの時は若干少なめにすることもあると考え、適正

フェントス0.5mg=オキシコドン10mg

レスキューは1/4～1/8 →オキノーム2.5mgは適正

Q2 フェントステープ開始時に注意すべき点

家族、訪問看護さんに伝える点

貼付する時間は毎日張り替えられる時間か確認。

（訪問看護さんが入ってくれる時間に合わせるのもいい。）

効果発現に半日以上かかるので、レスキューをうまく使う。

貼付部位が温まらないように。熱い湯の入浴は避ける。シャワーは可

１）フェントステープ0.5mg 1日１枚
【ワントラム(100) 1×朝からの切り替え】

２）オキノーム散２.5mg １包 疼痛時
上記処方追加



② レスキュー回数↑ フェントスの増量

Q1 フェントステープの用量を提案してください

次回の投与量は、

現在フェントス１mg(定期)＋オキシコドン30mg(レスキュー)

→フェントス2mgを提案

（安全のため50%増量で、フェントス0.5mgを追加の提案でもいい）

Q2 増量後の、ベースとレスキューのバランスをアセスメント

フェントス2mg=オキシコドン40mg

レスキューは1/4～1/8 →オキノーム5mgは適正

突出痛＋ 現在の処方は
１）フェントステープ１mg 1日１枚
２）オキノーム散5mg １包 疼痛時 （５mg /回を1日６回）
タイトレーションが必要



③ フェントステープ→ナルサスに変更

Q1 オピオイドスイッチング 適正かアセスメント

フェントス3mg ＝ナルサス18mg

今回は持続する痛みのため、等力価でのスイッチング

レスキューは1/4～1/8 →ナルラピド4mgは適正

Q2 切り替えるタイミング （フェントス剥がして、ナルサスはいつ飲む？）

フェントスを剥がすと同時にナルサスを服薬。

（フェンタニル貼付剤から24時間製剤への切り替えは、貼付を剥がす

と同時に、変更薬を開始する。）

（＊フェンタニル貼付剤から12時間製剤への切り替えは、貼付を剥がして

12時間後に変更薬を開始する。）

持続痛＋ フェントス3mgでも改善せず、ナルサスに変更
１）ナルサス錠18mg １錠 １×朝食後
２）ナルラピド錠４mg １錠 １×疼痛時
上記処方に変更



③ フェントステープ→ナルサスに変更（続き）

Q1 ノバミンの効果は期待できるか？

期待できる。オピオイドの血中濃度に合わせて出現する場合には、オピ
オイドがCTZを直接刺激していると考えられるため、ノバミンなどの中
枢性ドパミンD2受容体拮抗薬が推奨されます。

Q2 スインプロイクは中止すべき？他に中止すべき薬がある？

すぐに中止すべきではない。

スインプロイクは、オピオイドが腸管内のμ受容体に結合するのを邪魔
することで、オピオイドが原因となる便秘症を改善する。つまり、オピ
オイドを投与する前の状態に戻してくれる。

オピオイド投与前の正常な状態に戻って、下痢が起こっている原因は、
マグミットである可能性が高いので、今回のケースはまず、マグミット
をの減量、もしくは中止を検討する

看護師さんからTELあり
①ナルサスに変更後、吐き気、嘔吐がひどい。ノバミンは効くか？
②スインプロイクで下痢が起こった。やめていいか？



④ モルヒネ持続注射に変更

Q1 注射開始のタイミング

ナルサスの最終内服後の24時間後に開始

(12時間製剤から変更する場合は、最終内服の12時間後に開始）

(24時間製剤から変更する場合は、最終内服の24時間後に開始）

＊実際の現場では、早めに開始することもある。

Q2 タイトレーション、レルキューの量は適正か

ナルサス18mg＝モルヒネ持続皮下注45mgなので、概ね適正

レスキューは投与速度の1～3時間量の範囲の設定

ロックアウト時間(不応期)は皮下注時の最高血中濃度到達時間が

0.2～0.3時間であることから、15～30分の間隔で設定

内服困難となり、モルヒネ持続皮下注に変更
１）モルヒネ塩酸塩注射液 48mg/日 (2mg/h)

【レスキュー疼痛時 2mg/回 ロックアウト時間：15分】


