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はじめに

　オピオイドとは，オピオイド受容
体に結合する物質の総称である．オ
ピオイドにはモルヒネ，オキシコド
ン，フェンタニルなどの医療用麻薬
の他，β-エンドルフィン，エンケフ
ァリン，ダイノルフィンなどの内因
性ペプチド，また麻薬拮抗性鎮痛薬
であるペンタゾシンやブプレノルフ
ィン，未規制鎮痛薬であるトラマド
ール，さらに麻薬拮抗薬であるナロ
キソンなども含まれる．オピオイド
は，オピオイド受容体と結合し，鎮
痛のほか，呼吸抑制，血圧低下，幻
覚やせん妄，掻痒感，腸管運動抑制
などさまざまな作用を示す．
　オピオイドは，特に疼痛をはじめ
とした緩和医療の現場において，鎮
痛薬として疼痛コントロールの中心
的役割を担っている．オピオイド鎮
痛薬には臨床上問題となるような相
互作用の報告は少ないが，一般的に
多剤併用投与による薬物相互作用の
リスクは高いことが知られており1），
非ステロイド性消炎鎮痛薬（以下
NSAIDs）や鎮痛補助薬，制吐剤だ

けでなく，がん患者への早期からの
介入時においては化学療法や支持療
法，感染症治療薬など複数の薬剤が
併用されることが多く，相互作用の
発現が問題となる可能性がある．
　近年，疼痛コントロールに使用さ
れるオピオイド鎮痛薬は急速に発展
してきており，本邦においても新規
に使用可能となった薬剤が数種類存
在する．持続痛コントロールに使用
する定時内服のオピオイド鎮痛薬
は，2013年 3 月にメサドン（メサペ
イン®錠）が，2014年 5 月にタペン
タドール（タペンタ®錠）が発売さ
れ，強オピオイド鎮痛薬の選択肢が
増えた．また，突出痛コントロール
に使用される速放性製剤では，本邦
初となるフェンタニルの口腔粘膜吸
収型速放性製剤として，2013年 9 月
にバッカル錠（イーフェン®バッカ
ル錠）が，2013年12月に舌下錠（ア
ブストラル®舌下錠）が相次いで発
売された．これにより，患者の病態
や Quality of Life（以下 QOL），また
患者の可能な服用方法にあわせてオ
ピオイド鎮痛薬を選択しやすくなっ
た．新規薬剤では，従来のオピオイ
ド鎮痛薬とは異なる相互作用等も報
告されている．患者により良い疼痛
コントロールを提供するためにも，
オピオイド鎮痛薬の相互作用を十分
に理解して，その薬理学的および製
剤学的特徴を把握することは，安全

で効果的な薬物療法の実践に貢献す
るものと考える．
　本稿では，オピオイド鎮痛薬の薬
理学的または薬物動態学的相互作用
について述べる．また，新規のオピ
オイド鎮痛薬については，特徴的な
相互作用等についても述べる．さら
に，製剤学的特徴を持つ速放性製剤
などの配合変化を含む相互作用につ
いても併せて示す．

主なオピオイド鎮痛薬の注意すべき
相互作用（表1）

　代表的な薬剤である，モルヒネ，
オキシコドン，フェンタニル，コデ
イン，トラマドール，および本邦で
新規に使用可能となったメサドン，
タペンタドールに共通する主な相互
作用について述べる．
　オピオイドは，中枢神経抑制薬
（フェノチアジン誘導体，バルビツ
ール酸誘導体，ベンゾジアゼピン系
薬剤など），吸入麻酔薬，モノアミ
ン酸化酵素（monoamine oxidase，
以下 MAO）阻害薬，三環系抗うつ
薬，β遮断薬，アルコールとの併用
により相加的に中枢神経抑制作用を
増強することがあるため，併用時は
呼吸抑制，めまい，低血圧および鎮
静などの臨床症状に注意が必要であ
る2）．また，トラマドールとタペン
タドールは，セロトニン・ノルアド
レナリン再取り込み阻害（serotonin-
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norepinephrine reuptake inhibitors，
以下 SNRI）作用を有しており，
MAO 阻害薬と併用することにより
セロトニン症候群（錯乱，激越，発
熱，発汗，運動失調，反射異常亢
進，ミオクローヌス，下痢等）を含
む中枢神経系（攻撃的行動，固縮，
痙攣，昏睡，頭痛等），呼吸器系およ
び心血管系（低血圧，高血圧等）の
重篤な副作用が発現するとの報告が
あるため禁忌である3，4）．
　アトロピンなどの抗コリン作用を
有する薬剤は，オピオイドの作用を
相加的に増強するため，麻痺性イレ
ウスに至る重篤な便秘または尿閉な
どを起こすことがあるため使用には
注意が必要である5-7）．

　モルヒネやオキシコドン，トラマ
ドールなどは，ワルファリンなどの
クマリン系抗凝固薬との併用によ
り，機序は不明であるが抗凝固作用
の増強が確認されている3，5，6）．
　オキシコドン，フェンタニル，
メサドンおよびトラマドールは，
主に肝代謝酵素チトクロム P450

（cytochromeP450，以下 CYP）の一 
つである CYP3A4で代謝される3，6-8）．
そのため，CYP3A4阻害薬や誘導薬
との併用は，鎮痛効果を増強または
減弱する可能性があるため併用は控
えることが望ましい．しかしなが
ら，緩和領域においては，がん治
療に伴う真菌感染症などに対して
CYP3A4阻害薬であるアゾール系抗

真菌薬（ボリコナゾールなど）を使
用せざるを得ないことは十分に考え
られるため，併用する場合には，鎮
痛効果や副作用などの変化に注意す
る必要がある．
　その他，オピオイド鎮痛薬は，麻薬
拮抗性鎮痛薬であるブプレノルフィ
ンやペンタゾシンと併用することで
オピオイド受容体への結合が阻害さ
れ，鎮痛薬の減弱や離脱症状が発現
する可能性がある．そのため，原則
として両者は併用すべきではない．
ただし，臨床においては，モルヒネ
内服換算で 1 日150㎎程度までをベ
ースの鎮痛薬に用いているとき，突
出痛に対して麻薬拮抗性鎮痛薬（た
とえば，ペンタゾシン注射薬15～30

表 1 　各オピオイド鎮痛薬の相互作用一覧

主なオピオイド
併用薬 モルヒネ オキシコドン フェンタニル メサドン タペンタドール コデイン トラマドール 主な機序

中枢性神経抑制薬
（フェノチアジン誘導体，バルビツ
ール酸誘導体，ベンゾジアゼピン系
薬剤など）
吸入麻酔薬
三環系抗うつ薬
β遮断薬
アルコール
オピオイド鎮痛薬

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 相加的な中枢抑制 
作用の増強

MAO 阻害薬（セレギリン） ↑ ↑ ↑ ↑ 禁忌 ↑ 禁忌 相加的なセロトニン
作用の増強

クマリン系抗凝固薬（ワルファリン） ↑ ↑ ↑ ↑ 不明

抗コリン作動薬 ↑ ↑ ↑ ↑ 相加的な抗コリン 
作用の増強

麻薬拮抗性鎮痛薬
（ブプレノルフィン，ペンタゾシンなど） ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 受容体結合の阻害

選択的セロトニン再取り込み阻害薬
（CYP2D6阻害薬＊）
（パロキセチン，フルボキサミンなど）
セロトニン・ノルアドレナリン再取
り込み阻害薬（デュロキセチンなど）

△（＊） ↑ △（＊） ↑ ▽（＊） ↑
相加的なセロトニン

作用の増強 
（＊；肝代謝の変化）

CYP3A4阻害薬
（イトラコナゾール，アミオダロン，
クラリスロマイシン，ジルチアゼム，
フルボキサミンなど）

△ △ △ △ 肝代謝の変化

CYP3A4誘導薬
（リファンピシン，フェニトイン，
フェノバルビタール，カルバマゼピ
ン，セイヨウオトギリソウなど）

▽ ▽ ▽ ▽ 肝代謝の変化

↑ / ↓：併用薬の作用増強 / 減弱
△ / ▽：オピオイドの作用増強 / 減弱
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㎎筋注）の追加投与により，鎮痛効
果は相加的に増強するとの報告もあ
る9）．そのため，オピオイド鎮痛薬
と麻薬拮抗性鎮痛薬の併用は，患者
の病態によっては使用を検討するこ
とも可能と考えられる．しかしなが
ら，オピオイド鎮痛薬の速放性製剤
を追加投与する方が理にかなってい
ることは言うまでもない．

各薬剤のその他の相互作用

1 ．モルヒネ，コデイン
　モルヒネは主に UDP-グルクロン酸 
転移酵素（UDP-glucuronyltransfer-
ase，以下 UGT）によりグルクロン酸
抱合を受け，モルヒネ-3-グルクロ
ナイド（M-3-G）と，薬理活性のあ
るモルヒネ-6-グルクロナイド（以下
M-6-G）に代謝される．
　HIV 治療薬であるジドブジンは，
主に肝臓の UGT によりグルクロン
酸抱合を受ける．また，ジドブジン
は腎臓においてもグルクロン酸抱合
を受けるが，モルヒネは肝臓と同様
に腎臓においてもグルクロン酸抱合
を競合的に阻害するため，全体の代
謝からみてもジドブジンのクリアラ
ンス低下に大きく影響することが報
告されている5）．リファンピシンは
CYP3A4のほか，UGT も誘導する．
添付文書には記載はされていない
が，リファンピシン 1 日600㎎を13
日間投与した前後でモルヒネ10㎎を
経口投与したところ，AUC および
Cmax が有意に減少し，鎮痛効果が
消失したという報告がある10）．
　また，作用機序は不明ではあるが，
鎮痛補助薬として用いられるガバペ
ンチンとモルヒネの併用により，ガ
バペンチンの Cmax が24％および
AUC が44％それぞれ増加したとの
報告がある11）．ガバペンチンとモル
ヒネを併用する場合には，必要に応
じてガバペンチンの用量を減量する
ことも必要である．

　コデインは，モルヒネに類似した
メチルモルヒネ構造を有しており，
CYP2D6の触媒下で脱メチル化さら
にグルクロン酸抱合を受けて，鎮痛
作用の主体となる M-6-G が産生さ
れる．鎮痛作用はモルヒネの 1 / 6 ～
1 /10を有している．なお，CYP2D6
には遺伝子多型が存在することが
知られており12），アジア系人種では
CYP2D6が欠損している人が 1 ％存
在する．そのため，CYP2D6の poor 
metabolizer では，コデインを投与
してもモルヒネに変換できず，鎮痛
効果を期待出来ないため注意が必要
である．
2 ．オキシコドン
　オキシコドンは，肝臓において
CYP3A4および CYP2D6により，そ
れぞれノルオキシコドンおよびオキ
シモルフォンに代謝される．このう
ちオキシモルフォンは活性代謝産物
であるが，ごく微量であり，身体へ
の影響はほとんどみられない．オキ
シコドンの鎮痛作用，副作用は主と
して未変化体が関与しているため，
これらの代謝酵素の阻害は副作用の
遷延を起こす可能性がある．
　選択的セロトニン再取り込み阻
害薬（selective serotonin reuptake 
inhibitors，以下 SSRI）の多くは，
CYP2D6の阻害作用を有する．その
ため，SSRI とオキシコドンを併用す
ることで，代謝過程における薬物動
態学的相互作用によりオキシコドン
の効果が強まる可能性がある．しか
しながら，SSRI であるパロキセチン
をオキシコドン注射剤と併用した，
健康成人を対象にしたプラセボとの
比較試験では，オキシコドンの血中
濃度に対するパロキセチンの影響は
無視できる程度のものであり，臨床
的には大きな影響はないと考えられ
ている13）．一方で，CYP3A4阻害薬
であるイトラコナゾールとオキシコ
ドン注射剤を併用した場合には，オ

キシコドンの消失半減期は3.8時間
から6.6時間まで延長され，血中濃度
は約 2 倍となることが報告されてい 
る13）．そのため，臨床的には CYP3A4
阻害薬との併用時には，オキシコド
ンの作用が増強する可能性が高いと
考えられ，注意が必要である．また，
CYP3A4誘導薬であるリファンピシ
ンは，オキシコドンのクリアランス
を増加させ，鎮痛効果を減弱させる
可能性がある．
3 ．フェンタニル
　フェンタニルは，主として CYP3A4
により非活性代謝物のノルフェンタ
ニルに代謝される．また，フェンタ
ニルは脂溶性が高く，血液脳関門を
速やかに通過する．フェンタニル
は，オキシコドンと同様に CYP3A4
阻害薬である抗真菌薬や CYP3A4
誘導薬であるリファンピシンと併用
する場合には注意が必要である（表
1 ）．フェンタニルは，動物実験では
あるが，モルヒネよりも鎮痛域と呼
吸抑制域の幅が狭いことが実証され
ている14）．実際に，臨床現場において
は，傾眠の予兆なしに突然呼吸抑制
を来す症例を経験する．このような
特徴から，フェンタニルは CYP3A4
阻害薬との併用により，フェンタニ
ルの血中濃度が急上昇し，呼吸抑制
にまで至る可能性がある．呼吸異常，
呼吸抑制，表在呼吸，徐脈，深刻な
眠気，寒冷皮膚，歩行異常，めまい
およびせん妄などフェンタニルの過
剰投与の徴候を知っておき，そのよ
うな徴候があれば適切な措置を行う
ことが必要である15）．
　フェンタニル貼付剤は， 1 日製剤
と 3 日製剤があり， 3 日製剤では24
時間以内にいったん最高血中濃度に
達するが， 1 日製剤では徐々に血中
濃度が上昇して 3 ～ 5 日でようやく
最高血中濃度に達する16）．この違い
はフェンタニル含有量の違いに起因
すると考えられている．いずれの製
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剤も 3 日以上で定常状態に達するた
め，増量間隔は 3 ～ 5 日ごとにする
のが望ましい．もし仮に， 1 日製剤
を 2 日ごとに増量する場合には，定
常状態の約77.7％にしか達していな
いため， 2 日ごとに増量すると血中
濃度が予想以上に上昇し，副作用が
現れる可能性があり注意が必要であ
る16）．フェンタニル貼付剤は，いず
れの製剤でも，血中濃度が定常状態
に達するまでに時間を要するため，
鎮痛が不安定な状態のときに選択す
べきではない．また，製剤学的な特
徴として，貼付部位の温度が上昇す
ると，フェンタニルの放出量や吸収
量が増加し過量投与になることがあ
る．そのため，①入浴時（40℃程度
のぬるめのお風呂への入浴は可能），
②電気毛布や湯たんぽ，カイロなど
の外部熱源の接触，③高熱（40℃以
上）が続く場合などには注意を要す
る8）．
4 ．メサドン
　メサドンは µ オピオイド受容体
阻 害 作 用 と N-methyl-D-aspartate
（NMDA）受容体阻害作用を有して
おり，他の強オピオイドで十分な鎮
痛が得られない難治性疼痛に対する
効果が期待されている．半減期（30.4
±16.3時間，範囲6.9～64.5時間）は非
常に長く個人差が大きいため，投与
開始後，血中濃度が定常状態に達し

安定した鎮痛効果を発揮するまでに
約 7 日間程度を要する7）．また，メ
サドンは他のオピオイド鎮痛薬に比
べ，呼吸抑制や QT 延長の副作用が
多いと考えられている．そのため，
本邦ではメサドンの特徴により，他
の強オピオイド鎮痛薬と同じ位置づ
けにはせず，他の強オピオイド鎮痛
薬で除痛困難な症例のみに使用すべ
き薬剤と位置づけている．
　メサドンの薬物間相互作用を考
えるうえで，CYP3A4，CYP2B6，
CYP2D6の活性は重要である．特
に，CYP3A4阻害薬である抗真菌薬
や CYP2D6阻害薬のパロキセチン
などとの併用は，メサドンの血中濃
度を上昇させるため注意が必要であ
る（表 1 ）．
　メサドンの血中濃度と副作用との
関係は重要であり，投与量が上昇す
ると QT 延長のリスクが上がるこ
とが示されている17）．特に，メサドン
の 1 日投与量が100㎎以上の用量に
なる場合には注意が必要であり，投
与前・投与中の定期的な心電図検査
や，呼吸抑制回避のための緩徐な増
量を心がけることが重要である7）．
その他にも，QT 延長を起こす薬剤
や不整脈誘発（カリウムの低下によ
る）の可能性がある薬剤等との併用
は，メサドンの QT 延長の副作用を
増強させる可能性があり注意する必

要がある（表 2 ）．
5 ．トラマドール
　トラマドールはコデイン類似合成
化合物であり，µ 受容体に対する弱
い親和性と SNRI 作用により鎮痛効
果を発揮する非麻薬指定のオピオイ
ド鎮痛薬であり，非がん性疼痛にも
保険適応がある．
　生体内で主に CYP2D6による O-
脱メチル化を受け，活性代謝物で
ある O-デスメチルトラマドール
（以下 M1）に代謝される．また，
CYP3A4にて N-脱メチル化を受け
非活性代謝物になる3）．特に M1は，
トラマドールの鎮痛効果に大きく貢
献している．そのため，CYP2D6の
poor metabolizer においては，M1に
代謝されないため，鎮痛効果が得ら
れにくくなると報告されている18，19）．
　トラマドールは，セレギリンなど
の MAO 阻害薬との併用はセロト
ニン症候群を含む重篤な副作用が報
告されており禁忌である（表 1 ）．
さらには添付文書上，MAO 阻害薬
を投与中および投与中止後14日以内
は，投与してはならないとされてい
る．また，トラマドール投与中止後に
MAO 阻害薬の投与を再開する場合
は， 2 ， 3 日の間隔をあけることが
望ましいとされている．
　トラマドールはてんかん発作に関
与し，特に 1 日投与量が400㎎以上

表 2 　メサドンの特徴的な相互作用

QT 延長の増強／不整脈の誘発の可能性がある薬剤 処置方法

・QT 延長を起こすことが知られている薬剤
（スニチニブ，ダサチニブ，マプロチリンなど）
・抗不整脈薬
（ジソピラミド，プロカインアミド，アミオダロン，ソタロールなど）
・抗精神病薬
・三環系抗うつ薬
（イミプラミン，アミトリプチリンなど）

メサドンとの併用中は，心電図検査を行うなど患者の状態を十分
に観察し，異常が認められた場合には，必要に応じて休薬，減量
または投与を中止するなどの適切な処置を行う．

不整脈の誘発（カリウムの低下による）の可能性がある薬剤 処置方法

・低カリウム血症を起こす薬剤
・利尿薬
・副腎皮質ステロイド薬など

メサドンとの併用中は，心電図検査を行うなど患者の状態を十分
に観察し，異常が認められた場合には，必要に応じて休薬，減量
または投与を中止するなどの適切な処置を行う．



57

の場合や，てんかんの閾値を低下さ
せるような薬剤（三環系抗うつ薬，
SSRI，抗精神病薬，他のオピオイ
ド鎮痛薬など）との併用により，相
加的にセロトニンが蓄積されること
で，てんかん発作を引き起こすこと
があり注意が必要である3，20）．また，
抗 MRSA 薬であるリネゾリドは，非
選択的・可逆的 MAO 阻害作用を
有するため，トラマドールと併用す
ると，セロトニン症候群およびてん
かん発作の危険性を増大させるとの
報告がある3）．
　化学療法の支持療法として使用さ
れる，5HT3拮抗薬であるオンダン
セトロンとの併用は，トラマドール
の鎮痛効果を減弱させるおそれがあ 
る3）．これは，トラマドールの中枢
におけるセロトニン作用が抑制され
るためと考えられている．
6 ．タペンタドール
　タペンタドールは，トラマドール
の µ 受容体活性とノルアドレナリ
ン再取り込み阻害作用を強化し，セ
ロトニン再取り込み阻害作用を減弱
させた，モルヒネ，オキシコドンに
続く新しい経口強オピオイド鎮痛薬
である．オキシコドンと同程度の鎮
痛効果が期待され，神経障害性疼痛
に有用性が高いと期待されている21）．
　タペンタドールは，肝臓で主にグ
ルクロン酸抱合により活性のないタ
ペンタドール-O-グルクロン酸抱合
体に代謝され，代謝物のほとんど（約
99％）が尿中に排泄される．また，
タペンタドールは CYP による代謝
を受けないため，トラマドールと比
較して単純な薬物動態・薬力学的な
性質を有しており，活性代謝物もも
たないため22），遺伝的多様性や代謝
による影響を受けにくいとされる23）．
　タペンタドールは，トラマドール
と同様に，MAO 阻害薬との併用は
セロトニン症候群を含む重篤な副作
用を増強させるおそれがあるため禁

忌である（表 1 ）．また，尿酸排泄
促進薬であるプロベネシドと併用し
たとき，タペンタドールの AUC お
よび Cmax はそれぞれ，約57％お
よび約30％増加したという報告があ 
る4）．これは，プロベネシドが，タ
ペンタドールのグルクロン酸抱合に
よる代謝を阻害するためと考えられ
ている．
7 ．オプソ®内服液，オキノーム®散，
イーフェン®バッカル錠，アブストラ
ル®舌下錠
　がんにおける突出痛は，持続痛の
コントロール後においてもがん疼痛
を有する患者の約70％に認められ，
心理・社会面を含めた日常生活に著
しく影響を及ぼしていることが知ら
れている24）．突出痛は，痛みの発生
からピークに達するまでの時間が 3
分程度と短く，平均持続時間が15～
30分で，90％は 1 時間以内に終息す
る持続痛の一過性増悪と考えられて
いる25）．突出痛の改善は，がん患者
の QOL 改善にも関係すると考えら
れている．そのため，突出痛に応じて
適切に速放性製剤を追加投与（レス
キュー・ドーズ，以下レスキュー）
することが重要である．
　レスキュー薬における相互作用
は，上述した定時内服のオピオイド
鎮痛薬の各有効成分と同様である．
　モルヒネおよびオキシコドンの経
口レスキュー薬であるオプソ®内服
液，オキノーム®散は，それぞれ液
剤，散薬のため，甘味をつけ内服し
やすく工夫されている．しかしなが
ら，味に抵抗感がある場合，飲料水
やみそ汁などの食品と混ぜて内服す
ることが可能である26，27）．また，配
合後の性状もほとんど変化ない．そ
のため，味覚等により内服への抵抗
が強い場合には，表 3 に示すような
配合可能な飲料水等に混ぜることを
患者に提案することも良い選択肢と
なる．

　フェンタニルのレスキュー薬は，
従来のモルヒネ，オキシコドンの
経口レスキュー薬（short acting 
opioids，以下 SAO）と比較して，血
中濃度の立ち上がりが早く，効果発
現までの時間が短い口腔粘膜吸収製
剤（rapid onset opioids，以下 ROO）
である（表 4 ）28）．ROO はタイトレ
ーションが必要な薬剤であり，使用
回数が 1 日 4 回まで，さらに，投与
間隔はイーフェン®バッカル錠では
4 時間以上，アブストラル®舌下錠
では 2 時間以上と制限が設定されて
いる29，30）．そのため，ROO は SAO
に比べて使用方法が煩雑となってお
り，使用の際には患者選択等も含め
て注意が必要である．
　ROO の体内への吸収は，主に口
腔粘膜からの吸収であるが，一部嚥
下されたものは腸管より吸収され
る．腸管からの吸収過程では，胃腸
管・肝の初回通過効果を受けるた
め，ROO の最終的なバイオアベイラ
ビリティは，イーフェン®バッカル
錠では約65％，アブストラル®舌下
錠では約50％となっている29，30）．ま
た，イーフェン®バッカル錠を経口投
与した場合のバイオアベイラビリテ
ィは，約31％であることが示されて
いる29）．そのため，選択的に腸管の
CYP3A4を阻害するグレープフルー
ツは，ROO の効果を増強する可能性
がある29，30）．一方で，12名の健常成
人を対象とした臨床試験において，
ROO の薬物動態および鎮痛効果に
対するグレープフルーツの影響はご
く僅かであるとの報告がある31）．し
たがって，実臨床において ROO に
対するグレープフルーツの影響は小
さい可能性もあるが，フェンタニル
は上述したように，鎮痛域と呼吸抑
制域の幅が狭いため，レスキューと
して使用する場合には，急激な血中
濃度の上昇による呼吸抑制の可能性
もあり，グレープフルーツとの相互
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作用にも注意をする必要がある．
8 ．モルヒネ坐剤（アンペック®坐剤）
　モルヒネ坐剤には油脂性基剤が使
用されている．インドメタシン坐剤
（水溶性基剤）との併用で，基剤の
影響によりモルヒネ坐剤の吸収が低
下するとの報告がある32）．これは，

直腸内の水分が水溶性基剤の溶解に
消費されるため，モルヒネの溶解が
不十分になることが考えられてい
る．また，ジクロフェナク坐剤（油
脂性基剤）と併用すると，モルヒネ
坐剤の吸収が上昇するとの報告があ
る32）．この作用機序は，NSAIDs が

直腸粘膜の透過性を亢進することに
よると考えられている．そのため，
これらの坐剤を併用する場合には，
投与間隔を空けるなどの注意が必要
であると考えられる．

おわりに

　緩和領域において使用される従来
からのオピオイド鎮痛薬とメサドン
やタペンタドール，フェンタニルの
口腔粘膜吸収剤などの新規オピオイ
ド鎮痛薬の相互作用について概説し
た．新規オピオイド鎮痛薬のように，
近年ではさまざまな製剤が開発され
ており，緩和領域における疼痛コン
トロールの選択肢が増えている．し
かしながら，難治性の疼痛に患者お
よび医療者も悩まされる場面は少な
からず存在する．オピオイド鎮痛薬
は相互作用が比較的少ないと考えら
れるため，オピオイドの相互作用に
ついて医療者がしっかりと理解し，
知識を効果的に活用すれば，臨床に
おけるオピオイド鎮痛薬の効果と副
作用のバランスを保ちつつ，疼痛の
症状コントロールを適切に行うこと
が可能になると考える．
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