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抗がん剤や放射線による副作用の一つ
である口内炎（口腔粘膜炎）は、患者のQOLを著し
く低下させる要因である。１），２）

口内炎は症状として接触痛、出血、冷温水痛、
口腔乾燥、口腔粘膜の発赤･腫脹、開口障害、構
音障害、嚥下障害、味覚障害などがみられる。臨
床経過は抗がん剤投与後数日～10日で口内炎が発
生し、２～３週間で徐々に回復してくる。抗がん
剤による口内炎の発現頻度は、固形がんに対して
抗がん剤を使用する場合は25～55％、造血幹細胞
移植に対して大量の抗がん剤を使用する場合には
70～90％、抗がん剤と頭頸部への放射線治療併用
時はほぼ100％の確率で発症するといわれている。

Answer

口内炎の発現機序は、多くの要因が関与してお
り、単純な炎症や細胞死のみではないことが明ら
かになっている。抗がん剤が直接DNA合成を阻害
すること、また細胞の生化学的代謝経路を阻害す
ることにともない発生するフリーラジカルによる
口腔粘膜組織の損傷に加え、口腔細菌感染、低栄
養、骨髄抑制などの免疫力低下による二次的感染
により発生する。また、口腔をはじめとした頭頸
部悪性腫瘍の治療のために放射線治療を併用した
場合、放射線による直接的な粘膜障害、または唾
液分泌の抑制による口腔乾燥が出現し、口内炎を
悪化させることがあるといわれている。口内炎の
副作用判定基準としては、一般的にNCI-CTCAE

（National Cancer Institute-Common Terminology 
Criteria for Adverse Events）v4.0あ る い はWHO 
scaleが使用されている。１），２），３），４）

口内炎の対策としては、まず口腔内を清潔に保
つことが重要であり、ブラッシングや含嗽、口腔
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抗がん剤や放射線療法による
口内炎に用いる製品にはどの
ようなものがありますか

（2018年8月）

『月刊卸薬業』卸DI実例集は、2018年９月号をもって休載することとなりました。
1982年１月号から卸企業のDI担当者及び関係者の方々のご協力を得て、医薬品情報の収集及び提供の迅
速化・正確化を期し掲載してまいりました。さらに、それを編集し『卸DI実例集』として第１集から第13集
まで発刊してまいりました。
しかし、インターネットなどの普及により医薬品等の検索が容易になったこと、情報を取り巻く環境が大
きく変化したことなどから36年間の歴史（1716例）をもって一定の役割を果たしたということで休載が決
まりました。
長年にわたりご協力、ご執筆いただいた皆さま並びにご愛読いただいた皆さまに厚く御礼申し上げます。

■抗がん剤や放射線療法による口内炎に用いる製品 （2018年8月現在）

●医療機器：局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材［管理医療機器（クラスⅡ）、特定保険医療材料］５）

商品名（会社名） 使用目的又は効果 使用方法等 特徴

エピシル口腔用液
（MeijiSeika）

化学療法や放射線療法
に伴う口内炎で生じる
口腔内疼痛の管理及び
緩和を物理的作用によ
り行う。

１．
２．

３．
４．
５．

６．

ポンプから保護キャップを外す。
ポンプを１～３回押下（プッシュ）し、
患部に内容液を滴下塗布する。
適宜、舌で患部に塗り広げる。
保護膜が形成されるまで数分おく。
保護キャップをして直射日光を避け室温
で保管する。
必要に応じて１日２～３回使用する。ただ
し、30日を超えて継続使用しないこと。

・

・

・

・

口腔内の水分を吸収してゲル状の保護膜
を形成し、化学療法や放射線療法による
口内炎の痛みを軽減
適用５分後から効果を発揮し、８時間効
果が持続
薬理作用を示す成分を含まない創傷被
覆・保護材に区分される製品
持ち運び可能な携帯型（10mL）

◆詳細については製品添付文書等で確認のこと。
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シスプラチンは抗腫瘍スペクトルが広
く、強力な抗腫瘍効果を有するため、現在多くの
癌化学療法プロトコールにおいて中心的薬剤とし

Answer

て用いられている。一方、シスプラチンは腎排泄
型の抗癌薬で腎毒性※1を有することが知られてお
り、シスプラチン投与前後には腎障害予防のためハ
イドレーションすることが定められている。我が国
では、従来、投与に際して2,500～5,000mLの輸液
を最低10時間かけて行うこととされていたが、この
方法では長時間におよび、必然的に入院加療を余
儀なくされるため、簡便かつ外来ベースでのシス
プラチン投与の確立が望まれていた。１），２），３）

近年、シスプラチン投与時における日本人患者
に対する少量短時間の補液法（ショートハイドレー
ション法、以下、本法）の安全性が、複数の前向
き忍容性試験によって示され、かつ、国内各施設
において本法が日常診療で行われるようになって
いる。１），２），４）

なお、本法の適応患者及び使用にあたっては、
以下の手引き等を参照のこと。 
※１：シスプラチンの腎毒性について

シスプラチンの腎毒性の機序として、静脈内に
投与されたシスプラチンが糸球体からろ過された
後に近位尿細管へ蓄積し近位尿細管細胞を障害す
ると想定されている。また、その他の一因として、
シスプラチンによる消化器毒性（悪心・嘔吐）に伴
う経口補液量の著しい減少、循環血漿量の低下と
いった要素も挙げられているが、近年、制吐療法
の進歩により消化器毒性に対する目覚しい支持療
法の改善がなされ、消化器毒性･経口飲水量低下・
腎障害の一連の悪循環は回避されつつある。なお、
ショートハイドレーション法の使用にあたっては、
補液や強制利尿薬使用が腎障害回避のポイントで
あることや経口補液が点滴補液を減ずるための代替
の意味を持つこと、適正な制吐薬の使用を徹底する
こと等を患者に十分に説明する必要がある。１），３）

■シスプラチン投与時のショートハイドレーショ
ン法について１），２）

・シスプラチン投与におけるショートハイドレー
ション法の手引き（2015年８月３日）［特定非営
利活動法人日本肺癌学会］
http ://www.haigan .gr . jp/uploads/f i les/
photos/1022.pdf

・がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン 2016
［一般社団法人日本腎臓学会］

QNo.1716
シスプラチン投与時のショート
ハイドレーション法について

（2018年8月）

内の保湿ならびに口内炎を増悪させないために禁
煙の厳守や、軽度から中等度の痛みには、局所麻
酔薬、消炎鎮痛薬を使用し、中等度以上の痛みで
除痛が困難な場合は麻薬系鎮痛薬が使用される。
また、口腔乾燥からの粘膜保護は、保湿剤に加え、
副交感神経を刺激して唾液の分泌を促す塩酸ピロ
カルピン錠、人工唾液などが補助的に使用される。
このように、口内炎の治療は、確立したものはな
く、主に症状に合わせた対症療法が行われている。
適用上の問題や口腔内の使用に適した剤形が少な
いことから、院内製剤が使用されている例も少な
くないが、保険診療上の問題も抱えているため、
抗がん剤等による口内炎に対する治療･予防薬の開
発が待ち望まれていた。そのような中、抗がん剤や
放射線療法に伴う口内炎の痛みを軽減する ｢エピ
シル口腔用液｣（医療機器）が発売された。１），２），３）

前頁に、抗がん剤や放射線療法に伴う口内炎の
痛みを軽減する製品を紹介する。
参考文献：
１）特集 がん領域における注意すべき医薬品副作用の

メカニズムと対応 ３．抗がん剤による口内炎の発現
機序と対策，渡邉真一他，医薬ジャーナル，50・４，
89-93，2014

２）特集：がん患者に対する栄養療法と周辺の問題 が
ん化学療法に伴う摂食障害（悪心嘔吐、味覚異常な
ど）の対策，小林由佳他，静脈経腸栄養，28・２，39-
46，2013

３）重篤副作用疾患別対応マニュアル 抗がん剤による
口内炎（平成21年５月），厚生労働省，（独）医薬品医
療機器総合機構（2018年８月時点）

　http://www.pmda.go.jp/files/000145819.pdf
４）Ⅲ 副作用各論-重大な副作用- 消化器 口内炎，越路

千佳子他，医薬品副作用学（第２版），日本臨牀社，
70・増刊号６，575-579，2012

５）製品添付文書、製品パンフレット、メーカーホーム
ページ

〈執筆協力会社〉㈱メディセオ 学術情報部
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h t t p : / / w w w . j s m o . o r . j p / a b o u t / d o c /
guideline_160630.pdf
２．がん薬物療法時の腎機能低下予防
（２）白金製剤（主なCQを以下に抜粋）
CQ ６： シスプラチン投与時の補液（３L/日以

上）は腎障害を軽減するために推奨
されるか？

CQ ７： シスプラチン投与時のshort hydration
は推奨されるか？

参考資料：
１）シスプラチン投与におけるショートハイドレーショ

ン法の手引き，日本肺癌学会 ガイドライン検討委員
会他，（特非）日本肺癌学会（2018年８月時点）
http://www.haigan.gr.jp/uploads/files/photos/1022.
pdf

■シスプラチン製剤の添付文書におけるショートハイドレーション法の記載５）

商品名（会社名） 効能又は効果
用法及び用量に関連する使用上の注意

［ショートハイドレーション法に関する記載の
み抜粋］

［先発医薬品］

ブリプラチン注10mg、

同注25mg、

同注 50mg

（BMS）

ランダ注10mg/20mL、

同注25mg/50mL、

同注50mg/100mL

（日本化薬）

［後発医薬品］

シスプラチン注10mg「日医工」、

同注25mg「日医工」、

同注50mg「日医工」

（日医工）

シスプラチン点滴静注液10mg「ファイザー」、

同点滴静注液25mg「ファイザー」、

同点滴静注液50mg「ファイザー」

（ファイザー）

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」、

同点滴静注25mg「マルコ」、

同点滴静注50mg「マルコ」

（ヤクルト）

◇シスプラチン通常療法

睾丸腫瘍、膀胱癌、腎盂・尿管腫瘍、

前立腺癌、卵巣癌、頭頸部癌、非小

細胞肺癌、食道癌、子宮頸癌、神経

芽細胞腫、胃癌、小細胞肺癌、骨肉

腫、胚細胞腫瘍（精巣腫瘍、卵巣腫

瘍、性腺外腫瘍）、悪性胸膜中皮腫、

胆道癌

以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性

腫瘍剤との併用療法

悪性骨腫瘍、子宮体癌（術後化学療

法、転移･再発時化学療法）、再発･

難治性悪性リンパ腫、小児悪性固

形腫瘍（横紋筋肉腫、神経芽腫、肝

芽腫その他肝原発悪性腫瘍、髄芽

腫等）

◇M-VAC療法

尿路上皮癌

（１）本剤の投与時には腎毒性を軽減するため

に下記の処置を行うこと。

成人の場合

１）本剤投与前、1,000～2,000mLの適当な輸

液を４時間以上かけて投与する。

２）本 剤 投 与 時、 投 与 量 に 応 じ て500～

1,000mLの生理食塩液又はブドウ糖-食塩

液に混和し、２時間以上かけて点滴静注

する。なお、点滴時間が長時間に及ぶ場

合には遮光して投与すること。

３）本剤投与終了後、1,000～2,000mLの適当

な輸液を４時間以上かけて投与する。

４）本剤投与中は、尿量確保に注意し、必要

に応じてマンニトール及びフロセミド等

の利尿剤を投与すること。

なお、上記の処置よりも少量かつ短時間の補

液法（ショートハイドレーション法）について

は、最新の「がん薬物療法時の腎障害診療ガ

イドライン」等を参考にし、ショートハイド

レーション法が適用可能と考えられる患者に

のみ実施すること。

◆詳細については各製品添付文書等で確認のこと。

（2018年8月現在）

２）がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016，日
本腎臓学会他，（一社）日本腎臓学会（2018年８月時点）
http://www.jsmo.or.jp/about/doc/guideline_160630.
pdf

３）ショートハイドレーション法によるシスプラチン併
用化学療法の検討，興梠陽平他，日本呼吸器学会誌，
２・６，730-736，2013

４）第Ⅳ回 医療上の必要性の高い未承認薬･適応外薬の
要望募集で提出された要望について Ⅳ-28 シスプラチ
ン 未承認薬・適応外薬の要望（募集対象（１）（２）），
厚生労働省（2018年８月時点）
http ://www.mhlw.go . jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000111297.html

５）各製品添付文書
〈執筆協力会社〉㈱メディセオ 学術情報部
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過日、日本医薬品卸勤務薬剤師会の事務局長か
ら『卸DI実例集』が掲載中止になるとのお知らせ
とともに、初回に携わった者としての投稿依頼を
いただきましたので、久しく振り返り駄文を記し
てみました。

思い返せば40年前、薬剤師が医薬品卸売業者に
必要であることを巡り、法的根拠が明示され、担
当業務内容も検討されました。

その中に医薬品情報提供業務『DI業務』があり、
これの定着のため卸勤務薬剤師会が担当者支援策
として卸独自の『DI実例集』を『月刊卸薬業』に
掲載することとしました。

当初は卸勤薬DI委員会のメンバーが原稿を出し
合い、次第に広く卸勤薬会員にもお願いして継続
されました。

正しく『継続は力なり』、大きな功績でした。
DI業務担当者は多くのことを学び、誇りでした。

しかし、次第に掲載内容に対するクレーム、出
典の所在、投稿者の負担等、新たな課題があり、
実は継続が困難な状態でした。

この困難を乗り越えることができたのは、具体
的な実例がDI担当者を充分支援していたこと、是
非継続するよう強い要請があったこと、当時のDI

委員会が奮闘したこと、そして、ご協力いただい
た多くの方々に恵まれたことでした。感謝申し上
げます。

近年はITの普及により情報の取り扱いが40年前
とは全く異なるようになりました。

卸DI業務のあり方も変化していることと思いま
す。卸に勤務する薬剤師も変化していることと思
います。

しかし、日常的にある実例は昔も今も存在しま
す。

『卸DI実例集』の掲載中止は避けられないこと
だったのでしょうか？

医薬品卸売業者が医療担当者の一員として社会
的に重要な役割を果たすためにも『DI業務』の重
要性を更にご理解いただきたいと願っております。

今後は日本薬剤師会学術大会、日本社会薬学会、
日本卸勤務薬剤師会の研修会やフォーラム等にて
の発表を通じて、卸勤務薬剤師の資質向上にご尽
力いただき、さらに医薬品卸売業の使命に繋げて
いただくことを願っております。

『卸DI実例集』掲載中止に？
株式会社ほくやく　遠藤 惠美子
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