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研究要旨

本研究では、疼痛治療に用いられるオピオイド鎮痛薬の用量について、我が国

で用いることができるオピオイド鎮痛薬につい文献的レビューを行い、小児

がん領域あるいは小児緩和ケア領域で汎用されている、書籍のうち、小児がん

疼痛についての薬用量について、薬物療法に関する文献及び書籍の検索を行っ

た。その結果これらの 4種類のオピオイドについて比較可能は記載があった

ものについて、オピオイド鎮痛薬の開始量について検討を行った。小児がん

疼痛治療の基本骨子は成人のがん疼痛治療と同様に、WHO 方式がん疼痛治療法と

されているが、多くの小児がん疼痛治療の容量に関してのエビデンスは乏しく、

小児を対象にした研究からのエビデンスには乏しかった。今後、小児緩和ケア

に関する臨床研究のネットワークの構築による臨床研究支援とともに、がん

診療連携拠点病院等を介した小児がん疼痛治療に関する情報提供による治療法

の均てん化が必要である。

Ａ．研究目的

小児がん疼痛治療に用いられるオピ

オイド鎮痛薬の用量について文献的

レビューを行い、小児がん疼痛薬物治

療の情報提供を行う上でどのような

臨床試験や情報が必要かを明らかに

する。

Ｂ．研究方法

小児がん疼痛治療に用いられるオピ

オイド鎮痛薬の開始量について、

Oxford Textbook of Palliative Care

for Childern, Pharmacology of Pain,

Principles and Practice of

Pediatric Oncology, Cancer Pain

Relief and Palliative Care in

Children(WHO)を参考に適切な薬用量

の設定について検討した。

（倫理面への配慮）

今年度の研究では個人情報に関する

情報の取扱いはなかった。提供の検討

を行っている内容については情報提

供を行う際に、当該医療機関における

倫理審査委員会の承認を得ることと

した。

Ｃ．研究結果

小児がん疼痛に特化した臨床研究は

極めて少なく、多くの薬用量が成人の

薬用量を基に算出されてきたことが

明らかになった。



小児がん疼痛関連して我が国でも用

いることができるオピオイド鎮痛薬

（アゴニスト）は、コデイン、トラマ

ドール、モルヒネ、フェンタニル、オ

キシコドンの 5種である。

そのため今回は、小児がん領域あるい

は小児緩和ケア領域で汎用されてい

る、書籍のうち、小児がん疼痛につい

ての薬用量について、薬物療法に関す

る文献及び書籍の検索を行った。その

結果これらの 4 種類のオピオイドに

ついて比較可能は記載があったのは

Oxford Textbook of Palliative Care

for Childern(OXF), Pharmacology

of Pain(PP), Principles and

Practice of Pediatric Oncology(PO),

Cancer Pain Relief and Palliative

Care in Children(WHO)であった。こ

の4つから、コデイン、トラマドール、

モルヒネ、フェンタニル、オキシコド

ンについてそれぞれの回使用量など

を中心に比較検討を行った。

1) コデイン

コデインについては経口投与以外

の 用 量 の 記 載 は な い が 、 not

recommended（PP）の記載のみであっ

た。

コデインの開始量と最大投与量およ

び年齢の記載があったのはOXFのみで

あった。開始量は 0.5－1mg/kg、であ

ったがPOと WHOでは 50kg以上の開始

量を 30mg3～4 時間ごとと記載されて

いた。

2) トラマドール

トラマドールは昨年度わが国でも

経口剤が市販されたが、小児に対す

る適応は認められていない。しかし、

注射剤は素手の市販碁長く臨床使用

されており海外でも長く使用された

実績を持つ薬剤である。極めて弱い

μ受容体親和性（モルヒネの 1/6000）

と、ノルアドレナリンとセロトニン

の再吸収阻害作用をもち、神経障害

性疼痛等にも応用が期待されている。

トラマドールについての記載があっ

たのは PP（IASP；世界疼痛学会編）

のみであった。経口薬の開始量は

1-2mg/kg×4～6 回で経口投与のみ最

大投与量が 400mg/日とされているの

は成人と同様であった。注射の開始

量については、持続投与法について

の記載はなく1-2mg/kg×6～8時間で

あった。

3) モルヒネ

モルヒネは先進国を含めて世界的

には最も多くがん疼痛治療に用いら

れているオピオイド鎮痛薬である。

モルヒネの開始量と年齢の記載があ

ったのは OXF のみであった。6ヶ月未

満の乳児では投与量を 25-30％減量

の指示が記載されていた。

また他のオピオイドについてもモル

ヒネ換算を基に開始量を設定するこ

とを推奨していた。PP では体重に関

係なく 0.2-0.4mg/kg4 時間ごと、PO

では 0.3mg/kg4 時間ごと、WHO では

0.15-0.3 を 4 時間ごとであった。ま

た POと WHOでは徐放製剤について記

載され 50kg 未満と 50kg 以上での用

量設定がされていた。いずれも 12 時

間製剤についてであったが、8時間か

ら 12 時間の指示の記載があった。

注射剤の開始量については、OXF は経

口換算との記載で、PP と PO は

0.01mg/kg/hr か ら 、 WHO は

0.03mg/kg/hr からとなっており 3 倍

の差が見られた。

4) フェンタニル

フェンタニルについては注射剤と

貼付剤が臨床使用可能であるが、OXF

では注射剤についての記載はなく、注

射剤の開始量については経口モルヒ

ネ換算と記載されていた。PP,PO,WHO

と も に 注 射 剤 の 開 始 量 は

0.5mcg/kg/hr であった。貼付剤につい

ては WHO では投与量の記載はなく「貼



付剤は 12 歳以上で体重 50k 以上の慢

性的な疼痛」に限定するとの記載があ

った。OXF では 25mcg/hr の貼付剤では

用量が多く半面貼付や切り分けて使

用することについて記載されていた

（製薬メーカーの推奨していないこ

との記載もあった）。PP と PO では貼付

剤の開始量の最低量は 12.5mcg/hr で

あり、最小規格の貼付剤が推奨されて

いた。

5) オキシコドン

オキシコドン注射剤の開始量に

ついてオキシコドンについてOXFでは

独立した記載がなく経口モルヒネ

換算と記載されていた。PP では体重に

かかわらず速放製剤 0.1-0.2mg を 3-4

時間ごととされ、PO では 50kg 未満

では速放製剤 0.1-0.2mg/kg を 3-4

時間ごと、50kg 以上では速放製剤

5-10mgを 4時間ごとか、徐放製剤10mg

を 8-12 時間ごとであった。WHO では速

放製剤のみの記載で、50kg 未満は

0.2mg/kg を 3-4 時間ごと、50kg 以上

では 5-10mg を 3-4 時間ごととなって

いた。注射剤について記載されている

ものはなかった。

Ｄ．考察

小児がん疼痛治療には保険適応とな

っている薬剤もほとんどなく、またエ

ビデンスも乏しいのが現状である。

今回、小児がん領域あるいは小児緩和

ケア領域で汎用されている書籍から、

小児がん疼痛についての薬用量につ

いて、薬物療法に関する文献及び書籍

の検索を行い、我が国でも用いること

ができるオピオイド鎮痛薬（アゴニス

ト）は、コデイン、トラマドール、モ

ルヒネ、フェンタニル、オキシコドン

の5種について比較検討が可能な記載

があったものは Oxford Textbook of

Palliative Care for Childern(OXF),

Pharmacology of Pain(PP),

Principles and Practice of

Pediatric Oncology(PO), Cancer Pain

Relief and Palliative Care in

Children(WHO)であった。

がん疼痛治療を開始するに当たって、

オピオイド鎮痛薬の開始量は、適切な

鎮痛への第一歩であると同時に、副作

用の出現の最小化の配慮する必要が

ある。成人に比べて小児のほうが副

作用の出現頻度が低いとする報告も

あるが、臓器機能の発達や体重差の

大きい小児がん患者では、開始量を

いかに設定するかは極めて重要な

問題である。今回の文献的な検討から、

多くのオピオイド鎮痛薬の開始量に

差があることが明らかになった。また、

我が国の患児を対象にしたものはな

かった。さらに、これらの文献の根拠

になった研究の多くは、成人のがん疼

痛治療であり安全かつ速やかな鎮痛

を得るための開始量のコンセンサス

は得られておらず、個々の症例での観

察に基づく必要がある。

小児がん患者は患者数も少なく、オピ

オイドによる鎮痛を行う必要がある

患者はさらに少ない。より適切な鎮痛

方法を確立するためには、小児がん疼

痛患者の治療についての多施設共同

研究を構築する必要があると思われ

る。また、今回レビューされたオピオ

イド鎮痛薬の開始用量はリソースに

よる違いはあるものの、ある程度の参

考値をして一定の安全性を確保する

ことの一助となると思われる。

Ｅ．結論

小児がんおよび緩和ケアに関する情

報提供は質、量ともに不足している。

小児がん疼痛治療の主軸となるオピ

オイド鎮痛薬の開始量についてのエ

ビデンスの早急な確立のための研究

支援体制とネットワークの確立を急

ぐ必要がある。
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小児がんに用いられるオピオイド鎮痛薬の開始量の比較

経口開始量 経口コメント 注射開始量 経皮 その他のコメント

codeine

OXFORD* 0.5-1mg/kg
６M～，

最大１回 60mg
― ―

Pharma Pain** 1mg/kg not recommended ―

PED Oncol***
0.5-1mg/kg×6～8回

30-60ｍｇ×6～8回

＜50ｋｇ

50ｋｇ～ ― ―

WHO
0.5-1mg/kg

30mg×6～8回

＜50ｋｇ

50ｋｇ～ ― ―

tramadol

OXFORD* ― ― ―

Pharma Pain** 1-2mg/kg×4～6回 1-2mg/kg×4～6回 最大 400mg/日

PED Oncol*** ― ― ―

WHO ― ― ―

morphine

OXFORD* 1.0-2.0mg/kg/24ｈｒ
＜6M は

25‐30％減量
経口換算で ―

Pharma Pain** 0.2-0.4mg/kg×６回 0.01-0.04mg/kg/hr

PED Oncol***

0.3mg/kg×6 回

10-15ｍｇ×2～3回

15-30ｍｇ×2～3回

30-90ｍｇ×2～3回

速放

徐放 20-35ｋｇ

徐放 35-50ｋｇ

徐放 50ｋｇ～
0.01-0.03mg/kg/hr ―

WHO

0.15-0.3mg/kg×６回

5-10mg×6 回

0.6mg/kg×3 回

0.9mg/ｋｇ×2回

30-60mg×2 回

速放＜50ｋｇ

速放 50ｋｇ～

徐放＜50ｋｇ

〃

徐放 50ｋｇ～

0.03mg/kg/hr ―

fentanyl

OXFORD* ― ― 25mcg 半面
経口モルヒネ換算

1-2mg/kg を開始量

Pharma Pain** ― 0.5-2mcg/kg/hr
12.5-25mcg

patch

PED Oncol*** ― 0.5-1.5mcg/kg/hr
12.5-50mcg

patch

経口粘膜

＜50ｋｇ

10ｍｃｇ/ｋｇ

WHO ― 0.5-2mcg/kg/hr ―

patch は 12 歳以上

≧50kg の慢性的な

疼痛

oxycodone

OXFORD* ― ― ―
経口モルヒネ換算

1-2mg/kg を開始量

Pharma Pain** 0.1-0.2mg/kg×6～8回 not recommended

PED Oncol***
0.1-0.2mg/kg×6～8回

5-10mg×6 回

10-120mg×2～3回

＜50ｋｇ

速放 50ｋｇ～

徐放 50ｋｇ～
― ―

WHO
0.2mg/kg×6～8回

5-10mg×6～8回

速放＜50ｋｇ

速放 50ｋｇ～ ― ―

* Oxford Textbook of Palliative Care for Childern

** Pharmacology of Pain

*** Principles and Practice of Pediatric Oncology

****Cancer Pain Relief and Palliative Care in Children(WHO)


