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がん性疼痛のマネジメントを改めて考える
第 22回日本緩和医療学会学術大会（神奈川県横浜市）

【編集部】

6 月 23〜24 日，第 22 回日本緩和医療学会学術大会（大会長：有賀悦子・帝京大学医学部緩和医療学講座 教授・
診療科長）がパシフィコ横浜で開催された。2 日間で 8,500 人超が参加した同大会では，オピオイド誘発性便秘症
の新規治療薬やオピオイド鎮痛薬のケミカルコーピングと偽依存への対応などが紹介され，参加者の注目を集めた。
● ナルデメジン，OIC 治療の新たな選択肢として期待

● ケミカルコーピングを疑う前に，的確なアセスメントを

初 日 の シ ン ポ ジ ウ ムで

2 日目のシンポジウムで，獨協医科大学病院麻酔部診

は，県立広島病院臨床腫瘍

療部長の山口重樹氏は，オピオイド鎮痛薬のケミカル

科主任部長の篠﨑勝則氏が

コーピング（CC）と偽依存（PA）への対応について講

オピオイド 誘 発 性 便 秘 症

演。CC とは，痛み緩和のために適切にオピオイド鎮痛

（OIC）を 改 善 す る 日 本 発

薬を使用している状態と嗜癖に陥っている状態の中間に

の新規経口末梢性μオピオ

患者が位置している状況を指す。これに対し山口氏は，

イド受容体拮抗薬ナルデメ

「CC に意識が集中してしまうと，必要十分量のオピオイ

ジンの概要について，治験

ド鎮痛薬が処方されなくなり，痛みの緩和が不十分なこ

結果をもとに解説した。中等度〜高度のがん疼痛に使用

とに起因するオピオイド鎮痛薬の増量の要求といった

篠﨑氏

されるオピオイドは中枢の オピオイド受容体を介して

PA

の患者を生み出してしまう」と話した。

鎮痛効果を発揮する一方，消化管の末梢 オピオイド受

そこで山口氏はレスキュー薬の頻回使用について，①

容体を介して消化管運動なども抑制し，高頻度に OIC

持続痛の緩和が不十分であった事例（PA）と，②鎮痛

が発現する副作用の問題があった。

目的ではなく家族不在時に独りでいることへの

不安

用量設定のための第 2 相試験ではプラセボとナルデメ

に定期使用していた事例（CC）を紹介。①では，
「がん

ジン 0.1，0.2，0.4 mg での排便回数が比較検討された。篠

疼痛治療で重要なのは，がんは進行するということ。進

﨑氏は 0.1mg から用量依存的に排便回数とともに有害事

行に伴って痛みが増強するため，終末期は特に持続痛に

象である下痢が増えた結果を紹介し，いきみを伴わない

対する的確なアセスメント，マネジメントを繰り返し行

排便回数が改善し高度（CTCAE Grade3）な下痢を発現

わなければならない」と痛みの訴えに対するアセスメン

しなかった 0.2 mg が推奨用量となった経緯を説明した。

トの重要性を述べた。②では，がん患者の抱えるさまざ

第 3 相試験では治療 2 週間での自発排便（SBM）回数の

まなストレスや感情に対する支援こそが必要だとし，

レスポンダー率（SBM3 回以上/週，かつベースライン

「CC を疑う前に患者に寄り添う気持ちで，患者が抱える

から SBM が 1 回以上増加）を主要評価項目としてプラ

さまざまなつらさに目を向けてほしい」と述べ，オピオ

セボと比較したところ，ナルデメジンで有意に改善した

イド鎮痛薬を痛みの緩和目的以外に使用してはいけない

ことを報告。副次評価項目である SBM 回数の変化量/週

といった指導ではなく，
「何かつらいことがあるのでは

や残便感・いきみを伴わない SBM 回数の変化量も有意

ないですか？」といった声かけを勧めた。山口氏は最後

に改善したことに加え，良好な忍容性，オピオイドの鎮

に，PA も CC も不適切なアセスメントが原因であるとし，

痛効果に影響を及ぼさないことなどが示されたことか

アセスメントの重要性を再度確認するとともに，
「患者

ら，篠﨑氏は OIC 治療の新たな選択肢としてナルデメ

の抱えているさまざまな心の内に目を向けてほしい」と

ジンに期待を示した。

述べた。
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川上

純 一氏

KAWAKAMI Junichi

日本病院薬剤師会 副会長
浜松医科大学 教授／同医学部附属病院 薬剤部長

今年 5 月，中央社会保険医療協議会（中医協）にお
いて「平成 28 年度診療報酬改定の結果検証に係る特
別調査」が報告された。注目は「病棟薬剤業務実施加
算」の検証結果で，病院勤務医の負担および処遇改善
を要件とする診療報酬項目の効果として，「医師事務
作業補助体制加算」（64.0％）に次いで，
「病棟薬剤
業務実施加算」（44.3％）が高く評価された（施設調
査）
。また，特定集中治療室等における薬剤業務に対
して，平成 28 年度診療報酬改定で新設された「病棟
薬剤業務実施加算 2」の影響も報告されている。

病棟薬剤業務実施加算，
「効果がある」44％
─調査の概要を教えてください。

─病棟薬剤業務はどのように評価されていますか？

「診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」は，中医

医師調査では，当該医師が勤務している病棟に薬剤師

協からの委託事業で，2 年ごとの診療報酬改定の影響を

を配置している病院は63.3％で，それによる医師の負担軽

検証して次期改定に向けた基礎資料を作成するためのも

減および医療の質向上への効果として，
「患者からの情報

のです。今回の調査は平成 28 年 11 月〜平成 29 年 2 月に，

収集」
，
「医師への処方提案や服薬計画等の提案」
，
「患者

全国の病院から無作為抽出した 750 施設と，病院勤務

に対する処方薬の説明」
，
「医薬品の副作用・効果等の確

医・看護職員の負担軽減を要件とする診療報酬項目や病

認」
，
「退院時の薬剤情報管理指導」のすべてで，
「とても

棟薬剤業務実施加算などチーム医療の推進に関する加算

効果がある」および「効果がある」を合わせて 80％を超

項目を算定している病院から無作為抽出した 500 施設の

える評価でした。また，施設調査でも，病院勤務医の負担

計 1,250 施設を対象としています。各施設に送る調査票

および処遇改善を要件とする診療報酬項目として，病棟薬

は，施設，医師（最大 4 名）
，看護師長（最大 5 名），薬

剤業務実施加算は，44.3％の病院が「効果がある」
（5 段階

剤部責任者および病棟薬剤師（最大 4 名）により構成さ

評価で最も高い評価）と回答しており，これは医師事務作

れています。有効回答率は約 30％と全国規模の公的調

業補助体制加算の 64.0％に次いで 2 番目に高い評価でし

査としては比較的高いため，結果も重視されます。

た。
「効果がある」に「どちらかといえば効果がある」を
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特 集
これでスッキリ！ 便秘治療薬の悩みを解決

慢性機能性便秘の分類と
診断・治療のポイント
城野

文武＊1，飯田

洋＊2，稲森

正彦＊2

JONO Fumitake, IIDA Hiroshi, INAMORI Masahiko

Points
慢性機能性便秘とは大腸の形態的変化を伴わない便秘である。
症状からは排便回数減少型と排便困難型に分類され，病態からは大腸通過正常型，大腸通過遅延型，
機能性便排出障害の 3 型に分けることができる。
診断基準としては Rome IV 診断基準を参考とするが，実臨床では「本来体外に排出すべき糞便を十分
量かつ快適に排出できない状態」が続くために日常生活に支障が出ていれば，便秘症と診断し治療す
ることが望ましい。
治療としては生活習慣，食事改善，内服薬・外用剤による治療，外科的治療など多岐にわたるが，器
質性便秘を否定したのちにそれぞれの病態にあわせて治療していくことが大事である。

性便排出障害の 3 型に分けることができる（表 1）
。この

はじめに

3 つの病態はそれぞれが独立した分類ではなく，相互に

便秘とは本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適

オーバーラップすることがある。

に排出できない状態である。慢性便秘症の分類に関し
て，わが国では古くから，器質性・症候性・薬剤性・機
能性（痙攣性・弛緩性・直腸性）という分類が広く用い

排便回数減少型
排便回数減少型は排便回数や排便量が減少した結果，

られてきた。また，原発性（特発性）と続発性という分

結腸に便が過剰に貯留し，腹部膨満感や腹痛などの症状

類も存在する。しかし国際的には，排便回数減少を特徴

を生じる便秘である。結腸での糞便が長く停滞して硬便

とする大腸通過遅延型と排便困難を主症状とする便排出

化し，硬便による排便困難を生じる場合もある。大腸通

障害といった病態による分類が一般的である。

過時間検査などの専門的検査によって，大腸通過遅延型

慢性機能性便秘については，現在わが国でガイドライ
ンを作成中であり，パブリックコメントを参照した。

と大腸通過正常型に分類される1)‑6)。
大腸通過遅延型は大腸の糞便輸送能力の低下により排
便回数や排便量が減少する便秘である。組織学的には，

慢性機能性便秘の分類・病態
機能性便秘とは大腸の形態的変化を伴わない便秘で，

Cajal 細胞の減少が指摘されている7)。原因として，特
発性，症候性，薬剤性などがある。大腸通過時間検査に
より大腸の糞便輸送能が低下していることで診断する。

症状から排便回数減少型と排便困難型に分類される。ま

大腸通過正常型は，大腸が糞便を輸送する能力が正常

た病態に応じて大腸通過正常型，大腸通過遅延型，機能

にもかかわらず，排便回数や排便量が減少する便秘であ

＊ 1 国際親善総合病院消化器内科

＊ 2 横浜市立大学医学部医学教育学
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監修

国立病院機構東京医療センター薬剤部

荒

義昭

杏林大学医学部付属病院薬剤部

若林
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®

スインプロイク 錠（ナルデメジントシル酸塩）
佐藤

弘康

SATO Hiroyasu
JA 北海道厚生連帯広厚生病院薬剤部

スインプロイク® 錠の概要
®

療薬である。
（2）OIC を有する患者の自発排便（spontaneous bowel

医薬品名：スインプロイク 錠 0.2 mg

movement；SBM）のレスポンダー率及び回数をプ

一般名：ナルデメジントシル酸塩

ラセボと比較し，有意に改善した。

有効成分と含量：ナルデメジントシル酸塩 0.2 mg

（3）OIC を有する患者において，いきみや残便感を伴わ
ない排便回数を，プラセボと比較して有意に増加さ
せた。

1．効能・効果
オ ピ オ イ ド 誘 発 性 便 秘 症（opioid‑induced consti-

（4）オピオイド鎮痛薬の投与量にかかわらず，OIC を改
善した。

pation；OIC）

（5）オピオイド鎮痛薬の鎮痛作用に影響する可能性は低
いことが示された。

2．用法・用量
通常，成人にはナルデメジンとして 1 回 0.2 mg を 1 日

（6）長期投与試験において投与 2 週目以降も OIC 改善効
果が持続した。

1 回経口投与する。

（7）OIC を有するがん患者を対象とした国内臨床試験に
3．特

おいて，安全性評価対象症例 224 例中，副作用（臨

徴

インタビューフォームの「製品の治療学的，製剤学的
特性」の項目には，本薬の特徴として，以下があげられ

床検査値異常変動を含む）は 67 例（29.9％）に認め
られた。
OIC を有する非がん性慢性疼痛患者を対象とした

ています。
®

（1）スインプロイク 錠は，国内初の末梢性 オピオイ

国内臨床試験において，安全性評価対象症例 53 例

ド受容体拮抗薬であり，1 日 1 回 1 錠投与の OIC 治

中，副作用（臨床検査値異常変動を含む）は 17 例
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3 stepで
考える！

10
その症状は医薬品が原因なのか？！
副作用の可能性を考えるときに，
脳内ではどんな考えがせめぎ合うのか？！
3 つのステップで副作用を推論しよう！

この呼吸苦は NSAIDs 過敏喘息によるものか
北原 加奈之 KITAHARA Kanayuki
昭和大学病院薬局

NSAIDs 過敏喘息の特徴を説明できるようになる。
頻度の高いその他の呼吸苦について知りたくなり，調べてしまう。
NSAIDs 過敏喘息を疑ったとき，そのもっともらしさを考えるようになる。

今月の一例
62 歳女性。直腸がん術後，転移性肝がんと診断され，2日前に開腹肝部分切除術を施行した。術後経過
は良好で，1日前から術後リハビリとして歩行を開始していた。本日夕方に急に呼吸苦を訴え，徐々に増悪し
た。既往に気管支喘息がありブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩（シムビコート®）の吸入を定期使用し
ていたが，5 年間発作はなかった。今回の症状発現の30 分前にサリチル酸メチル配合のシップ薬を首に貼っ
ていたため，NSAIDs 過敏喘息（アスピリン喘息）を疑い，医師を呼んだうえで患者のもとへ向かった。
■既往歴：44 歳 気管支喘息，高血圧
50 歳 頸椎症
61歳 直腸がん（マイルズ手術）
薬歴は以下のとおり
【入院時持参薬】

【術後】Rp.1

テルミサルタン 40 mg

1回1錠

1 日 1 回朝食後

アムロジピン 5 mg

1回1錠

1 日 1 回朝食後

ロキソプロフェン 60 mg

1回1錠

首が痛いとき

ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩

1 回 3 吸入

市販薬：イブプロフェン配合薬

頭痛時

100（2288）──

頓用

中心静脈注射
5％ブドウ糖輸液

2017.8（Vol.59 No.11）

1日2回

1,200 mL

吉田

英人

YOSHIDA Hideto
西伊豆健育会病院 内科

第12回

登場人物

HELP せん妄！ 轍から外れたら，
薬を使わずにもとに戻せるか考えよう
こんにちは。皆さんは，夏の風物詩と聞くと何を思い浮かべるでしょうか？

花火大会・そ

うめん・スイカ・朝顔・高校野球などいろいろあるかと思います。熱中症には十分注意して，
指導医

夏を満喫したいものですね。
第 11 回は救急外来に搬送されてきたポリファーマシー症例を通して，迅速に情報聴取を行い，
処方を整理すること，そしてその経験を共有する大切さについて解説しました。第 12 回はポリ

薬局長

ファーマシーになるきっかけとしてよくあるせん妄症例について，見逃しやすい原因や治療・
予防のポイントを解説していきます。それでは孫の手を用意して，みんなで楽しく学んでいき
ましょう！！

研修医

前回のおさらい
研修薬剤師

まず第 11 回の最重要点を振り返ってみます。
電解質異常の原因の上位に「薬剤性」をあげる。
症例から得た教訓を共有してこそ進歩する。
PTP 誤飲はやはり怖い。

2017.8（Vol.59 No.11）── 153（2341）

Evidence of Kampo Medicines

完

新井

一郎

ARAI Ichiro

日本薬科大学漢方薬学分野 教授

第 回

19

さまざまな疾患に対するエビデンス
──当帰飲子，排膿散及湯，黄連湯，滋陰降火湯，白虎加人参湯，加味帰脾湯，柴胡桂枝乾姜湯

はじめに
今回で，この「漢方薬ききめのめきき」は終わりとなります。長期間，お読みいただきありがとうご
ざいました。最終回では，いままでご紹介できなかった領域の疾患に用いる，当帰飲子，排膿散及湯，
黄連湯，滋陰降火湯，白虎加人参湯，加味帰脾湯，柴胡桂枝乾姜湯のエビデンスを紹介いたします。

当帰飲子
●

冷え症の湿疹・皮膚炎（分泌物の少ないもの）
，かゆみ
に用いられる処方である。

●

老人性皮膚掻痒症の皮膚水分保持能力を高めるとの RCT
報告がある。

162（2350）──
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