
鎮痛薬の臨床開発における問題点と
今後に向けて

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
新薬審査第三部

本多 基子
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本日の発表内容は、あくまでも発表者個人のこれまで

の経験等に基づくものであり、医薬品医療機器総合機

構の公式見解を示すものではありません。

公開情報をもとに発表しますが、職務上の守秘義務に

より、ご説明出来ない場合もあります。

ご質問、議論は歓迎です。
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本日の話題

•近年の鎮痛薬の開発の状況

•鎮痛薬の臨床試験における有効性評価

• 「痛み」の民族差（？）
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国内で開発中の鎮痛薬
成分記号 企業名 対象

S-8117 塩野義製薬 慢性疼痛、慢性腰痛

DS-7113b 第一三共 がん性疼痛

デュロキセチン 塩野義製薬 線維筋痛症、慢性腰痛症

AK150 旭化成ファーマ 変形性膝関節症

NZ-687 日本臓器製薬 変形性膝関節症

NZT-235 日本臓器製薬 帯状疱疹後神経痛

NS-24 日本新薬 非がん性慢性疼痛、帯状疱疹後神経痛、変形性関節
症

AS-3201 大日本住友製薬 糖尿病性末梢神経障害

Org 3770 Meiji Seika ファルマ 線維筋痛症

SFPP 大正製薬、トクホン 変形性膝関節症
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財団法人日本医薬情報センター（JAPIC）：臨床試験情報



最近の承認品目

販売名 有効成分 効能･効果

トラムセット配合錠
（H23.4）

トラマドール塩酸塩/

アセトアミノフェン
非オピオイド鎮痛剤で治療困難な非がん性慢性疼痛及び抜
歯後の疼痛における鎮痛

オキファスト注10mg他
（H24.1）

オキシコドン塩酸塩
水和物

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛

メサペイン錠5mg他
（H24.9）

メサドン塩酸塩 他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な中等度から高度の疼
痛を伴う各種癌における鎮痛

リリカカプセル25mg他
（H22.10～H25.2）

プレガバリン 神経障害性疼痛
線維筋痛症に伴う疼痛

ペンレステープ18mg

（H24.6、H25.6）
リドカイン 伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和

皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和

トラマールカプセル25mg

他
（H22.7、H25.6）

トラマドール塩酸塩 非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛
疼痛を伴う各種癌
慢性疼痛

イーフェンバッカル錠
50μg他（H25.6）
アブストラル舌下錠
100μg他（H25.9）

フェンタニルクエン
酸塩

強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者における突出痛
の鎮痛
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※H23年度以降に承認または効能追加されたもの
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痛みの評価法

形式 心理測定としての状態 有用性

視覚アナログ尺度：
Visual Analogue 

Scales

自己報告方式。 10cmの線上に記された値の正確
度については、しばしば疑わしいこ
とがある。

痛みの強さの測定法。素
早く、規則的に繰り返して
測定することが可能。言語
の問題がない。癌の痛み
を測るのに便利。

マクギル疼痛質問票：
McGill Pain 

Questionnaire

自己報告方式。20カ
テゴリーに分類され
た形容詞の一覧で、
それぞれのカテゴ
リーの中から該当す
る形容詞を選ぶもの。

総合点とそれぞれの面で分けた点
数による。信頼性と妥当性は確立
されている。使われている言葉が
難しいことが多少問題である。

感情、評価、感覚の3つの
面における痛みの質を測
定。臨床研究で広く使わ
れている。

疼痛部位図示法：Pain 

Drawing
自己報告方式。人
体図に痛みのタイプ
と部位を描き込むも
の。

疼痛部位図示法用に開発された
評価尺度は妥当性が低い。

患者が感じる痛みの部位
の確認。患者には高い妥
当性を示す。
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「痛み学：臨床のためのテキスト」（Eds: Strong, J. et al, 熊澤孝朗監訳, 2010）



鎮痛薬の臨床試験における有効性の評価
品目

(効能･効果＜抜粋＞） 対象 検証的試験
症例
数

主要評価項目

トラムセット配合錠
（非がん性慢性疼痛）

腰痛症又は変形性関節症
に伴う慢性疼痛

プラセボ対照ランダム化
治療中止試験

130 「鎮痛効果が不十分」となるま
での期間

デュロテップMTパッチ（中等
度から高度の慢性疼痛にお
ける鎮痛）

オピオイド鎮痛剤投与中の
慢性疼痛

非盲検非対照試験 52 安静時疼痛強度（VAS）及びレ
スキュー投与回数に基づく疼痛
コントロール達成率

トラマールカプセル
（慢性疼痛）

変形性関節症
帯状疱疹後神経痛

プラセボ対照二重盲検ラ
ンダム化治療中止試験

168 「鎮痛効果が不十分」となるま
での期間

イーフェンバッカル錠
（強オピオイド鎮痛剤を定時
投与中の癌患者における突
出痛の鎮痛）

オピオイド鎮痛剤によりコ
ントロールされている突出
痛を有する癌性疼痛

プラセボ対照無作為化
二重盲検交叉比較試験

70、
140

疼痛強度変化量（Pain 

Intensity Difference: PID30）

サインバルタカプセル
（糖尿病性神経障害に伴う
疼痛）

糖尿病性神経因性疼痛 プラセボ対照無作為化
二重盲検並行群間比較
試験

300 平均疼痛スコア（過去24時間の
痛みを11段階で毎日患者が評
価、1週間の平均値）

リリカカプセル
（末梢性神経障害性疼痛）

糖尿病性末梢神経障害に
伴う疼痛

無作為化二重盲検プラ
セボ対照並行群間比較
試験

308 最終評価時におけるベースライ
ンからの週平均疼痛スコアの変
化量

リリカカプセル
（神経障害性疼痛）

脊髄損傷に伴う中枢性神
経障害性疼痛

プラセボ対照無作為化
二重盲検並行群間比較
試験

200 疼痛スコアのベースラインから
の平均変化量
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トラマールカプセル（1）

［一般名］トラマドール塩酸塩

［効能･効果］非オピオイド鎮痛薬剤で治療困難な

下記疾患における鎮痛

疼痛を伴う各種癌

慢性疼痛
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トラマールカプセル（2）

＜国内第Ⅲ相試験＞
1）変形性関節症患者
対象：膝関節の変形性関節症と診断され、一定量のNSAIDsの投与により鎮
痛効果不十分な慢性疼痛（VAS値が40mm以上80mm未満、かつ、痛みの
強度が中等度以上）を有する患者

主要評価項目：二重盲検期のFASにおける「鎮痛効果が不十分」*となるまで
の期間

2）帯状疱疹後神経痛患者

対象：一定量の非オピオイド鎮痛剤の投与により鎮痛効果不十分な帯状疱疹
後神経痛患者

主要評価項目：二重盲検期のFASにおける「鎮痛効果不十分」*となるまでの
期間

*：以下のいずれかに該当する場合

・二重盲検期において連続する2日間のVAS値が用量調節期終了3日前のVAS値の平均値
と比較して15mmを超えて悪化

・患者が鎮痛効果不十分を理由として治験薬の投与中止の申し出あり
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トラマールカプセル（3）

12
「鎮
痛
効
果
あ
り
」の
割
合
（%
）

二重盲検期開始後日数（日）

本剤群

プラセボ群

1）変形性関節症

「
鎮
痛
効
果
あ
り
」の
割
合
（%
）

二重盲検期開始後日数（日）

本剤群

プラセボ群

2）帯状疱疹後神経痛

「鎮痛効果あり」
患者の割合（%)

ハザード比
［95%信頼区間］

本剤
群

82.7
0.323

［0.171, 0.611］プラセ
ボ群

56.3

「鎮痛効果あり」
患者の割合（%)

ハザード比
［95%信頼区間］

本剤
群

86.0
0.262

［0.133, 0.516］プラセ
ボ群

55.3



イーフェンバッカル錠（1）

［一般名］フェンタニルクエン酸塩

［効能･効果］強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の

癌患者における突出痛の鎮痛

＜第Ⅲ相プラセボ対照交叉比較試験（１）＞

対象：１日１～４回のオピオイド鎮痛剤によりコントロールされている突出痛
を有する日本人がん性疼痛患者で、持続性疼痛治療薬としてオピオイド
鎮痛剤の１週間以上の投与経験がある症例

主要評価項目：6回の突出痛（本剤４回、プラセボ２回）に対し、突出痛ごと
に有効用量の本剤又はプラセボをバッカル投与したときの治験薬投与後
３０分の疼痛強度変化量（Pain Intensity Difference: PID30）
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本剤の有効性が検証された海外第Ⅲ相試験と類
似の試験デザイン



イーフェンバッカル錠（2）

• 疼痛強度（PI）
投与直前（0分）、15、30、60分に評価
0（＝痛みなし）～10（＝耐えられない痛み）：11段階
• 疼痛改善度（PR）
投与後15、30、60分に評価
0＝痛みが軽減しなかった
1＝痛みがわずかに軽減した
2＝痛みが適度に軽減した
3＝痛みが大きく軽減した
4＝痛みがなくなった
• 治験薬投与後30分の疼痛強度変化量（PID30）
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イーフェンバッカル錠（3）

評
価
例
数

PID30

群間差（本剤投与時-プラセボ投
与時）

［95%信頼区間］

本剤投与時 58 2.5 ± 1.3 0.24

［-0.14, 0.62］プラセボ投与時 58 2.2 ± 1.6
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本剤投与時はプラセボ投与時に対して統計学的に有意な差は認められなかった。

本剤の有効性が確認できなかった
要因は何か？



イーフェンバッカル錠（4）

1）一部の患者で適切な有効用量が決定できていなかった。

2）患者が疼痛強度の評価に慣れていなかった。

3）海外第Ⅲ相試験における投与回数は本剤７回、プラセボ３回であったが、
本試験では本剤４回、プラセボ２回とした。
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・有効用量の決定方法を変更
・疼痛スコアの評価方法に関して患者に教育
・投与回数を増加



イーフェンバッカル錠（5）

＜国内第Ⅲ相試験（２）＞

主要評価項目：９回の突出痛（本剤６回、プラセボ３回）に対し、突出痛毎に有効用
量の本剤又はプラセボをバッカル投与したときのPID30

17

評
価
例
数

PID30

群間差（本剤投与時-プラセボ投
与時）

［95%信頼区間］

本剤投与時 72 2.4 ± 1.0 0.40

［0.17, 0.64］プラセボ投与時 72 2.0 ± 1.1

本剤投与時のプラセボ投与時に対する統計学的な有意差が認められた
（p=0.001, 治験薬、割付順列、時期効果及び持ち越し効果を固定効果、患者を変量効果とした線形混合効果モデルによる解析）
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鎮痛薬の開発における国際共同試験
販売名 有効成分 効能･効果

オキファスト注10mg他 オキシコドン塩酸塩
水和物

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛

トラムセット配合錠 トラマドール塩酸塩/

アセトアミノフェン
非オピオイド鎮痛剤で治療困難な非がん性慢性疼痛及び抜
歯後の疼痛における鎮痛

リリカカプセル25mg他 プレガバリン 神経障害性疼痛
線維筋痛症に伴う疼痛

ペンレステープ18mg リドカイン 伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和
皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和

メサペイン錠5mg他 メサドン塩酸塩 他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な中等度から高度の疼
痛を伴う各種癌における鎮痛

トラマールカプセル25mg

他
トラマドール塩酸塩 非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛

疼痛を伴う各種癌
慢性疼痛

イーフェンバッカル錠
50μg他
アブストラル舌下錠
100μg他

フェンタニルクエン
酸塩

強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者における突出痛
の鎮痛
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リリカカプセル（1）

［一般名］プレガバリン

［効能･効果］神経障害性疼痛、線維筋痛症に伴う疼
痛

神経障害性疼痛の適応に関する海外での承認状況

米国：糖尿病性末梢神経障害、帯状疱疹後神経痛、脊髄損傷

→臨床試験で評価した疾患ごとに効能・効果を標榜する

欧州：神経障害性疼痛

→代表的な疾患について試験を行えば全般的な効能・効果を

標榜することができる
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リリカカプセル（2）
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神経障害性疼痛

末梢性神経障害性
疼痛

中枢性神経障害性
疼痛

2010年4月：帯状疱疹後神経痛
2010年10月：末梢性神経障害性疼痛

フェーズ 日本人/

外国人
対象 試験方法

評
価

第Ⅲ相

日本人/外
国人 脊髄損傷後疼痛

国際共同プラセボ対照
二重盲検

外国人 プラセボ対照二重盲検

日本人
脊髄損傷後疼痛
脳卒中後疼痛

多発性硬化症疼痛

長期投与
非盲検
非対照

参
考

第Ⅲb/Ⅳ相 外国人 脳卒中後疼痛 プラセボ対照二重盲検



リリカカプセル（3）

＜国際共同第Ⅲ相試験＞

対象：脊髄損傷に伴う中枢性神経障害性疼痛を有する患者

用法・用量：プラセボ又は本剤150～600mgを1日2回に分けて経口投与

用量調節期：150mg/日から投与開始、2週目以降300mg/日に増量可能、

投与3、4、5週目に投与量の増減を行って最適用量を

選択。

維持用量期：忍容できない有害事象の発現時に150mg/日の減量を1回まで

行うことが可能。

主要評価項目：疼痛スコア（毎朝起床時に過去24時間の痛みを0（痛み

なし）～10（これ以上ない痛み）の11段階で評価、

週平均値を算出）のベースラインからの平均変化量
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リリカカプセル（4）

評価
例数

平均疼痛スコア

変化量a)b)

プラセボ群との比較b)

ベースラ
イン

最終評価時
（LOCF）

群間差a)

［95%信頼区間］
p値

プラセボ 106 6.5 ± 1.4 5.3 ± 2.2
-1.07 ±

0.15 -0.59 ± 0.20

[-0.98, -0.20]
0.0032

本剤 105 6.5 ± 1.5 4.5 ± 2.4
-1.66 ±

0.16

23

平均値±標準偏差
a)最小二乗平均値±標準偏差
b)ベースラインの疼痛重症度及びPCSスコアを共変量、施設及び投与群を因子とする共分散分析



リリカカプセル（5）

日本 米国 インド ロシア 中国 全体

プラセボ
-0.3±0.42 

(27)

-1.4 ±1.35 

(35)
-1.6±1.56 (9) -1.1±1.26 (9) -0.7±1.29 (8)

-1.1±1.45 

(106)

本剤
-1.2±1.19 

(32)

-1.9±1.71 

(33)
-2.4±1.29 (9) -1.4±1.83 (8) -1.0±0.95 (7)

-1.6±1.47 

(105)

群間差a)

［95%信
頼区間］

-0.95

[ -1.64, -0.26]

-0.48

[-1.25, 0.29]

-1.13

[-2.55, 0.29]

-0.05

[-1.86, 1.76]

-0.08

[-1.50, 1.33]

-0.59

[-0.98, -0.20]
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チェコ フィリピン 香港 コロンビア チリ

プラセボ -0.5±0.74 (7) -1.5±1.43 (5) -1.6±0.79 (4) -4.0 (1) -4.4 (1)

本剤 -1.3±0.38 (4) -2.6±1.71 (6) -1.7±1.09 (3) -1.1±1.41 (2) -0.8 (1)

群間差a)

［95%信
頼区間］

-0.86

[-1.95, 0.23]

-0.45

[-1.85, 0.94]

-0.59

[-3.81, 2.64]
- -

平均値±標準偏差（評価例数）
a)ベースラインの疼痛の重症度及びPCSスコアを共変量、投与群を因子とする共分散分析（全体集団では施設も因子）

地域間の疼痛スコアのベースラインからの平均変化量（DAAC）（ｍITT）



まとめ

鎮痛薬の臨床試験における有効性評価は一般的
に患者の主観評価に基づく

→評価のばらつき（個人内、個人間）

プラセボに対する反応性の影響

「痛み」の感じ方は国・地域によって違う？

→海外試験成績の利用、国際共同試験
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