
在宅歯科医療等に従事する歯科衛生士研修事業



私は今回のお話に関連して、
開示すべき利益相反はありません。



よく使われる一般の痛み止め

1.主な市販薬と処方薬の痛み止め

*NSAIDs：非ステロイド性消炎鎮痛薬

商品名 有効成分 分類（解熱・鎮痛薬）

イブA錠 イブプロフェン

*NSAIDs

パブロンエース錠 イブプロフェン

バファリンかぜEX錠 イブプロフェン

ルルアタックEX イブプロフェン

バファリンA アスピリン

ロキソニンS ロキソプロフェン

パブロンS錠 アセトアミノフェン アセトアミノフェン

市販薬（OTC）



よく使われる一般の痛み止め

1.主な市販薬と処方薬の痛み止め

商品名 有効成分 分類（解熱・鎮痛薬）

ロキソニン ロキソプロフェン

*NSAIDs
ボルタレン ジクロフェナク

セレコックス セレコキシブ

ナイキサン ナプロキセン

カロナール アセトアミノフェン アセトアミノフェン

*NSAIDs：非ステロイド性消炎鎮痛薬

処方薬



よく使われる一般の痛み止め

1.主な市販薬と処方薬の痛み止め

鎮痛効果に限界があります！！

NSAIDs
（商品名：ロキソニンなど）

アセトアミノフェン
（商品名：カロナール）

たくさん飲んでも効かない場合がある！



よく使われる一般の痛み止め

2. NSAIDs と アセトアミノフェンの副作用

主な商品名 分類 主な副作用

イブA錠
ルルアタックEX
ロキソニン
ボルタレン

*NSAIDs 消化性潰瘍
腎障害

その他

カロナール アセトアミノフェン 肝障害

その他

*NSAIDs：非ステロイド性消炎鎮痛薬

長い間またはたくさん使用した場合に注意が必要！



よく使われる一般の痛み止め

2. NSAIDs の副作用

胃潰瘍 十二指腸潰瘍

Marshall,B.J.:Am.J.Gastroenterol.89,S116,1994

5%25%

ピロリ菌 ロキソニン等 Zollinger-Ellison症候群 その他

ロキソニンなどによる消化性潰瘍



よく使われる一般の痛み止め

2. NSAIDs の副作用

ロキソニンなどによる消化性潰瘍
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Kawabe M. et al: J. Clin. Biochem. Nutr. 39（3）, 145-152, 2006一部改変

対象：NSAIDを1ヵ月以上服用し、内視鏡検査を施行した関節リウマチ患者 125例
方法：併用されていた抗潰瘍薬ごとに、潰瘍を有する割合を検討した。

2剤以上併用していた症例は、それぞれの薬剤に含めた。



よく使われる一般の痛み止め

2. NSAIDs の副作用

消化性潰瘍に対する胃薬（PPI）



確実なリスク因子

・高齢（年齢とともに増加）
・潰瘍の既往
・糖質ステロイドの併用
・高用量あるいは複数のNSAIDs内服
・抗凝固療法の併用
・全身疾患の合併

可能性のあるリスク因子
・ピロリ菌感染
・喫煙
・アルコール摂取

NSAIDs内服に伴う消化性潰瘍発症のリスク因子

Wolfe MM et al : N Engl J Med 340 : 1888-1899, 1999

「胃は丈夫な方ですか？」



よく使われる一般の痛み止め

2. NSAIDs の副作用

入院治療を必要とした薬による腎障害の起因薬剤

抗腫瘍薬

抗菌薬
造影剤

その他

今井 圓裕 他. 厚生労働科学研究費補助金 腎疾患対策研究事業
「CKDの早期発見・予防・治療標準化・進展阻止に関する調査研究」

平成23年度 総括・分担研究報告書

NSAIDs
（ロキソニンなど）

25%

高齢者においては
薬剤性腎障害の起因薬物として

NSAIDsが61.5%という報告もある
Baraldi A, et al: Nephrol Dial Transplant 13:(S7): 25-29, 1998



➢強オピオイドとの併用は，がん患者の疼痛や生活のしやすさを，
副作用なく有意に改善する。

➢腎障害，胃粘膜障害，血小板減少・機能障害によりNSAIDsが使用
できない場合，アセトアミノフェンの併用を検討する。

➢抗炎症効果は期待できない

➢保険適応 最大 1g/回，4g/日まで
（参考）
アメリカ新最大用量 2011年秋より 4g/日から3g/日へ減量，
1g/回を6時間以上あけることと変更

➢副作用は肝障害





よく使われる一般の痛み止め（まとめ）

副作用
消化性潰瘍

腎障害
肝障害

長い間、たくさん使用していると・・・

NSAIDs
（商品名：ロキソニンなど）

アセトアミノフェン
（商品名：カロナール）

鎮痛効果に限界があります！！



医療用麻薬の痛み止め
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医療用麻薬には鎮痛効果の限界がない！

鎮痛効果

鎮痛効果

限界なし
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中毒になる

寿命が縮む

身体に悪い

依存になる

副作用がある

最後の手段だと思う

痛みが和らぐ

＊調査対象者 20歳から89歳までの全国の男女1000名
＊郵送調査法
＊複数回答
＊有効回収数（率） 924名（92.4%） 緩和ホスピス・ケアに関する意識調査：日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団 2012

（％）

医療用麻薬の痛み止め

医療用麻薬のイメージ



不正薬物

覚せい剤、ヘロイン、大麻、MDMA、LSD25

シンナー、危険ドラッグなど

医療用麻薬の痛み止め

悪いイメージの原因は・・・



医療用麻薬

有効性・安全性が確認され、国が
承認した薬剤です。

医師が必要な患者さんに処方する
お薬です。正しく使用されます。

代表的なお薬はモルヒネなどがあ
ります。

不正薬物

法律で禁止されている薬物です。

闇で販売されている薬物です。
不正に使用されています。

使用を続けると中毒や依存症にな
る可能性があります。

代表的な不正薬物は、覚せい剤、
ヘロイン、大麻、MDMA、LSD25
などがあります。

不正薬物は絶対に
使用してはダメ！

医療用麻薬は、
痛みをとるための
必要なお薬です！

医療用麻薬の痛み止め

「医療用麻薬」と「不正薬物」は違います！



医療用麻薬は・・・

「こわい薬」ではありません

「最後の薬」ではありません

適切に使用すれば、「安全」です

「痛み」を気にすることなく、
「これまでと同じ生活」をするための手助けができます

がんの痛み
治療

前向きな
治療

医療用麻薬の痛み止め （まとめ）



ご清聴、ありがとうございました。


