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巻頭言
薬物治療に関係する学会誌が数多くある中で、 なぜ 「アプライド ・ セラピューティクス」 誌を読むのかを考えて
みた。 2009 年 12 月の本誌創刊号ではこのように述べられている。 「日本アプライド ・ セラピューティクス学会の目
的に沿って、 （中略）、 広く薬物治療が科学的で合理的、 経済的に、 エビデンスに基づいて行われることを目指
す医師、 薬剤師などの活動の研究活動を高め、 経験交流、 情報交換の場として有効に活用されることを期待し
たい。」。 エビデンスを蓄積するためには様々な方法がある。 例えば、 医療現場において薬物治療の患者への
影響を観察し、 観察所見を手掛かりに疫学調査によって薬物治療の疾患発症リスクを調べ、 次いで介入試験に
よって薬物治療の疾患発症リスクへの効果を調べ、 さらにそのような効果のメカニズムを調べる、 などの方法があ
ると思う。 このような方法に関して多くの学会誌がある中、私はなぜ本誌を読むかについて、自身の仕事、本学会、
本誌との関わりから述べてみたい。
仕事では大学薬理学で薬理研究と大学病院で企業治験 ・ 臨床研究を担当してきた。 薬理では動物を用い
た薬物のメカニズム研究と治験では人を対象とした薬効評価を学んだ。 本学会、 本誌では設立当初は年に数
回程度の論文紹介と編集委員としての査読を担当したが、 第 7 回目の科学的 ・ 合理的に薬物治療を実践する
ためのワークショップ参加以降、 同ワークショップの文献評価コースのプリセプターとして参加するようになった。
これらの担当を通して、 良い臨床研究論文とはどのようなものかについて対象者の選択、 試験デザイン、 統計
解析方法、 結論の導き方などの面から学んだ。 また、 本ワークショップのもう一方の症例解析コースでは、 集団
における研究結果をその 「症例 （患者）」 の薬物治療に当てはめることを学んだ。 さらに費用対効果については
今後学びたいことである。
以上から本誌を読む理由はこうである。 これまでの仕事の経験から臨床試験という整備された環境で似た背
景の集団に対して行われる科学的な薬効評価方法についてはある程度習得した。 しかし、 そのような臨床試験
で得られた結果を、 日常の環境で多様な背景をもつ患者に当てはめる、 すなわち個々の患者に合った薬の種類
や用量を選択し、 さらには費用対効果を考える力が弱いと思っている。 本誌は一つの雑誌の中に患者治療から
薬効評価、 疫学調査、 薬剤経済、 メカニズム研究など幅広い分野を含んでいる。 そのため、 本誌は私のこの
ような弱点を補うのにうってつけである。 皆さんが本誌を読む理由は何だろうか。

獨協医科大学薬理学講座
藤田 朋恵

Vol.9 No.2 (2018)

-1アプライド・セラピューティクス学会の許可なく本誌の転載・転用を禁止します。

アプライド ・ セラピューティクス

Vol. 9 No. 2, pp 2-5, 2018

＜寄稿＞

院外処方って・・ほんとにいいんですか？
― 当院での経験を元に ―
長友 祐司
Yuji Nagatomo
榊原記念病院 循環器内科
〒 183-0003 東京都府中市朝日町 3-16-1

要旨

当院（榊原記念病院）は循環器疾患の専門診療施設である。診療科は循環器関連科、
産婦人科のみで、 病床数のほとんどが循環器疾患患者で占められ、 外来でも複雑、 重
症の心疾患患者の診療を行っている、 特殊性のある病院である。 当院では 2016 年夏
に院内処方から院外処方へほぼ完全移行を行った。 事例を紹介しながら、 今回院外
処方へ移行して感じたメリット、 デメリット、 懸念事項を挙げ、 我が国の院外処方のシステ
ムが抱える問題点につき考察する。

Keywords: 院外処方、 循環器
(Corresponding author: y.nagatomo1111@gmail.com)
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はじめに
当院 （榊原記念病院） は高度な循環器医療を

【身体所見】 下腿浮腫 （＋＋）

提 供する専門病院である。 診療科は 循環器関

肥大著明

【検査所見】 心エコー ： 左室収縮能良好、 左室

連科および産婦人科のみであり、 病床数 240 床

【臨床診断】

のほとんどが循環器疾患患者で占められ、 日々

#1 慢性心不全 (NYHA II) #2 高血圧性心疾

手術やインターベンションを含め複雑、 重症の心

患 #3 高血圧

疾患患者の診療を行っている。 当院では外来処

®

®

【入院後経過】 ニトロール 、 ラシックス 静注で

方について 2016 年夏に院内処方から院外処方
へほぼ完全移行を行った。 その際に院外処方へ

治療され自覚症状は改善。 体重は 60 kg → 54

移行して感じたメリット、 デメリット、 問題点などを

kg と減少した。 内服薬を調整し第 10 病日退院と

共有したい。

なった。
【退院処方】

院外処方への移行
図 1 に処方箋枚数と院内、 院外処方の内訳を

®

アーチスト錠 (2.5 mg) 1 tab/日 朝食後
®

スピロノラクトン錠 (25 mg) 1 tab/日 朝食後

示す。 2015 年までは 9 割以上院内処方であった

®

ニフェジピン CR 錠 (40 mg) 1T/日 朝食後

ものが 2016 年の夏に院 外 処方へ移 行してほぼ

®

完全に逆転した。 2017 年には 9 割以上が院 外

アジルバ錠 (20 mg) 1T/日 朝食後

処方となった。これは循環器内科、心臓血管外科、

ルプラック 錠 (4 mg) 1T/日 朝食後

小児循環器科の内訳で見てもほぼ同様の傾向で

フロセミド錠 (20 mg) 1T 頓服 体重＞ 56 ｋｇに
増えたとき

®

®

あった。
院外
院内

退院後浮腫のコントロールが困難であった。 遠
方のため具合が悪いときは当院まで来院するのが

処方箋枚数

困難でありいつも近医を受診していた。 今回近医
でラシックス

®

錠 (20 mg) 1T/ 日 朝食後 が追

加された。 体重増加時フロセミド錠

®

追加の指示

を出していたため、 混乱を来す可能性が懸念さ
®

図1

事例 1

れたが、薬局の薬剤師より①フロセミド錠 とラシッ

院外、院内の処方箋数の推移

®

®

クス 錠は同じものであり、 ルプラック 錠も同クラ
スの薬剤であること、 ②病院から処方されている

82 歳女性

が病状に合わせて現 在の処方の組み合わせに

【主訴】 呼吸困難

なっており、 併せて服用すること、 ③心臓の病状

【現病歴】

に合わせたものであり、 それでも悪化した際には

高血圧にて他院へ通院中。 血圧コントロールは

近医より当院を受診することが望ましいこと、 が説

収 縮 期血 圧 170mmHg 台と不良であ った。 2016

明され、 薬は適切に服用されていた。 その後も

年 3 月頃より下腿浮腫を自覚したが様子を見てい

入院のイベントはなく、 経過良好であった。

た。 7 月ごろより労作時呼吸困難を認めかかりつ

本症例は院外処方へ移行したことでメリットを感

け医を受診。 当院を紹介受診され、 急性心不全

じた一例である。表 1 に院外処方へ移行したメリッ

の診断で入院となった。

トをまとめた。

【既往歴】 高血圧
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表 1.

また心房細動に対して抗凝固療法、 心拍数コン

院外処方へ移行して感じたメリット

トロールで経過観察とした。

• かかりつけ薬局で薬の飲み合わせなどを一

【退院処方】

元的に管理（単科病院ではメリットが大きい）。

®

• 特に高齢患者においては循環器系以外の

ワーファリン 錠 (1 mg) 2.5 tab/ 日 夕食後

疾患を合併していることが多く、 かかりつけ

クレストール錠 （2.5 mg) 1 tab/ 日 朝食後

医を中心に他院から薬剤の処方を受けてい

ネキシウムカプセル (20 mg) 1 ca/ 日 朝食後

る例が多い。

バイアスピリン 錠 （100 mg） 1 tab/ 日 朝食後

®

®

®

• 副作用のフォローアップ、 処方医（ 病院 ・ か

ヘルベッサー R カプセル
朝食後

かりつけ医） からのフィードバックが得られや

®

（100 mg） 2 cap/ 日

すいなどのメリットはある。
• 薬の採用の有無を気にする必要がなくなった

退院後、 院 外処方へ移 行したところ 「薬局で

（合剤などへまとめるのもスムーズ）。

血圧が低いから処方を医師と相談するように言わ

• ジェネリックへの幅広い対応が可能となった。

れた」 と患者より申し出があった。 また、 ヘルベッ

• 院内薬剤師が病棟での服薬指導に注力で

サー R カプセル

きる。

事例 2

®

をジェネリック医薬品に変更し

ては、 と勧められたとのことであった。 本症例の
場合カルシウム拮抗薬は冠攣縮予防のために服

75 歳男性

用しており、 本症例にとって重要な薬であることか

【主訴】 胸痛

らそのまま継続するようお話しした。

【 現 病 歴 】 高 血 圧 で 他 院 通 院 中 で あ っ た。

本症例は院外処方へ移行したことでデメリットを

2016 年 11 月 16 日 19:30 頃にテニスをしていたと

感じた一例である。 表 2 に院外処方へ移行した

ころ胸痛を自覚し、 20 分程度持続した。 一緒に

デメリットをまとめた。

プレーをしていた開業医が医療機関受診を勧め

表 2.

たため救急車を要請し、 当院に搬送された。

• 医師ー薬剤師間のカルテを通じた情報共有

来院時胸部症状軽 度残存、 急性心筋梗塞の

院外処方へ移行して感じたデメリット

が困難。

診断で入院、 緊急カテーテルが施行された。 冠

• 入 院中服薬指 導した薬剤師が外来では指

動脈亜閉塞の所見を認めたが硝酸薬投与により

導できない。

冠動脈は開通し ( 図 2)、 冠攣縮による心筋梗塞

• 患者に合ったきめ細やかな指導が困難。

と診断された。

• 薬局からの疑義照会等に対応する時間と手
間が掛かる。
• 特に剤形、 ジェネリックなどに関する問い合
わせは増加。
• 外来で投与されている薬剤の院内採用がな
い場合入院中に投与できないことがある。

初回造影
図 2.

硝酸薬投与後

事例 3

右冠動脈造影所見

78 歳女性

【臨床診断】

これらの所見より冠攣縮が主病態であると考えら

#1 慢性心不全 (NYHA II) #2 心サルコイドーシ

れたため今回はカルシウム拮抗薬を中心とした薬

ス #3 高血圧

物療法で経過観察する方針となり、 退院となった。

【主訴】 労作時息切れ

#4 脂質異常症
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【現病歴】 高血 圧にて他院へ通院中。 2014 年
頃より階段昇降時、寒冷時に息切れや動悸があっ
た。 2015 年 12 月より下腿浮腫を認めるようになっ
た。 体重も 55 kg → 57 kg に増加した。 2016 年
2 月他院を受診した。 心拡大と BNP 上昇を認め、
精査のため当院へ入院した。
心エコーでは心尖部が無収 縮、 LVEF 40% の
低心機能だった。 諸検査の結果心サルコイドー

図 3.

シスが疑われた。 PET では心尖部から中部の前

という懸念が拭いきれない。 循環器専門病院で

壁 ・ 側壁 ・ 下壁に FDG 集 積があり、 活動性病

の処方は非常に複雑であり、 時に服薬ミスが大き

変が疑われ、 ステロイド導入目的に入院した。

なけがの元となることもある。 処方箋を 切る医師

【既往歴】 高血圧、 脂質異常症
【入院後経過】 プレドニゾロン錠

退院処方と主治医の処方意図

側と、 服薬指導をしていただく薬剤師、 患者の間
®

30 mg/ 日を開

での意思統一は十分な治療効果を発揮し副作用

始し、 有意な合併症はなく経過した。 6 月 3 日に

の発現を最小限に抑える意味で必須である。

自宅退院した。
図 3 に本症例の退院処方と主治医の処方意図

結語
当院では院外処方移行によるメリットを享受する

を示した。 特殊な疾病に対 する処方であり、 複

一方で、 デメリット、 懸念を感じる点も少なくない。

雑である。 ガイドラインで示された治療の他、 必

特に、 医師と調剤薬 局薬剤師の間での情報共

ずしもエビデンスに則っているとはいえないが個々

有を進めるシステム作りの必要性を感じている。

の患者の特徴、 今後の経過を勘案して処方され

【利益相反】
本論文に関連して、 開示すべき COI 関連にあ

る薬剤など、 一枚の処方箋には複雑な医師の思
いが詰まっていることが理解いただけるだろうか。

る企業等はない。

院外処方に関して医師が懸念すること
表 3 に院外処方へ移 行して感じる懸念事項を

第 8 回日本アプライド ・ セラピューティクス （実
践薬物治療） 学会学術大会のシ ンポジウム 2 「今

まとめた。 やはり処方の意図、 患者の病状が院

さら聞けない、 医師が知らないこと、 薬剤師が知

外薬局のスタッフに伝わっていないのではないか

らないこと」 において講演した内容である。

表 3. 院外処方へ移行して医師側が感じる懸念事項
 処方の意図が伝わっているのかどうか不安
◦ 特殊薬
▪ 心不全治療薬（ ACE 阻害薬、 β遮断薬、 アルドステロン拮抗薬、 トルバプタン）
▪ 心房細動患者、 肺塞栓症、 弁置換術後の抗凝固療法 （ワルファリン、 直接作用型経
口抗凝固薬＜ DOAC ＞）
▪ 心室頻拍、 心房細動患者のアミオダロン
◦ 患者毎の処方薬のアレンジ
▪ “体重＞○○ kg になったらフロセミド (20 mg) 1T 追加して服用してください”
 患者の病状がどこまで伝わっているのか不安
◦ 循環器系疾患は短期間に大きく病状が変化することが多い。
◦ イベント （例． 急性心筋梗塞、 心不全急性増悪） を起こして入院した後、 その情報が伝
わっているのか不安。
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＜寄稿＞

なんですかぁ、この処方箋は・・・？
―いまさら聞けない、医師が知らないこと、薬剤師が知らないこと―
川末 真理
Mari Kawasue
ひまわり薬局弘大病院前
〒 036-8203 青森権弘前市本町 56-9 メゾンソレイユ１Ｆ

要旨

1956 年 4 月 1 日医薬分業法が施行され 61 年が経った。 平成 27 年は分業率が 70％
を超え、 その間とりわけ薬局薬剤師の職務内容は大きく変化している。 調剤報酬におい
て当初は内用薬、 外用薬の物理的な業務に対する調剤料のみであったのに対し、 現在
では医薬品の適正使用と医療安全確保の観点から、 薬剤服用歴管理指導料に多様な
加算評価が設定されるとともに、 重複投薬 ・ 相互作用等防止加算、 外来服薬支援料、
服薬情報提供料などの薬学管理料が整備されていることにもその変化が示されている。
一方で薬剤師が受ける情報は患者が持参する処方箋 （最近ではようやく一部の医療
機関で処方箋に検査データを付記している） と来局した患者へのインタビューから聞き出
される事項、 それも患者が協力的でない場合もあるので病名さえわからないまま調剤せ
ざるを得ないこともある。 これは医薬分業当初より全く変わっていない。
しかしながら、 私たち薬剤師は薬剤師法第 24 条によって 「薬剤師は、 処方箋中に疑
わしい点があるときはその処方箋を交付した医師、 歯科医師または獣医師に問い合わ
せて、 その疑わしい点を確かめた後でなければ、 これによって調剤してはならない」 とい
う医師への直接疑義照会義務を負っている。
日々の業務の中で 「なんですかぁ、 この処方箋は ・ ・ ・ ・ ？？」 と疑問に思う処方箋
は少なくない。 保険上の疑義や残薬調整、 規格変更の可否なども含めると１日に多くの
照会が発生する。 お互いに多忙な業務の中で医薬連携 ・ 協働がスムーズにいく為に、
現状薬剤師が感じている問題点を提示し解決策を模索する。

Keywords: 医薬分業、 医薬連携、 疑義照会
(Corresponding author: k-mari@h3.dion.ne.jp)
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1. 医薬分業の始まり・薬剤師の誕生
医薬分業は、 約 800 年前のヨーロッパで神聖

は提案されていたのだが、 種々の理由によりなか

ローマ帝国フリードリヒ二世が毒殺を恐れ、 主治

なか実現しなかったようである 1）。

このように明治時代に既に医薬分業のシステム

医の処方した薬を別の者にチェックさせたのが始
憲章を定め、 医師が薬局を持つことを禁じ、 同時

2. 薬剤師を取り巻く環境変化
日本における薬事制度 「薬律」 が制定されて

に薬剤師が誕生した。

か ら更に 67 年 後の 1956 年に ようや く 「医薬分

まりとされている。 これを受け、 1240 年薬剤師大

日本では遅れること 1871 年 （明治 4 年）、 医学

業法」 が施行され、 医師は原則として処方箋を

教師としてドイツから来日した二人の医師は、 医師

発行すること、 となった。

が医薬を兼業していた日本の医療を厳しく批判し、

その後 1960 年に現在の 「薬剤師法」 が制定

医薬分業制度を進言した。 この時の文部省が大

されたが、 薬剤師がその本分である 「医薬品の

政官に出した上申書において 「医師が自ら薬をひ

適正使用と医療安全の確保」 のために具体的な

さぎ候により百端の弊害を生ず」 とその理由を挙

行動を起こし始めたのは 1990 年代からであった。

げている。 すなわち、 この制度創設の目的は 「医

ここから薬剤師を取り巻く環境は急激に変化して

薬品の適正な使用を確保し、 安全性を守る」 こと

いく。 そしてこれに応えるべく、 ついに 2006 年に

であった。

薬学教育は六年制になったわけである。

そしてその３年後の 1874 年に 「医制」 が交付さ

医薬分業法が施行された 1956 年当時の薬剤

れ、 この時同時に 「薬舗開業制度」 が創設され

師を第一世代とするなら、 この約 60 年で現在は

西洋に於けるアポテーク、 すなわち 「薬舗主」 制

第 五世 代 と 言 わ れ 業 務 内 容 も大 きく 変 わ った

度が設けられた。 1889 年、本格的な薬事制度「薬

(Fig.1)2）。

律」 が制定され 「薬局」 「薬剤師制度」 の呼称

医薬分業法が施行された当時の保険薬局の調

が誕生した。

剤報酬は内用薬、 外用薬の物理的な業務に対
Fig. 1

1961年
薬剤服用歴管
理指導料

昭和３１年1956年

医薬分業法
1960年
薬剤師法

1997年
薬剤師法改正

2006年
第五次医療法
改正

薬剤師の将来ビジョン（日本薬剤師会、2013）より一部改変
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する調剤料のみであったが、 種々の改正を経て

だけに依存している。 その情報源の中で 「なんで

現在の調剤報酬点数表では医薬品の適正使用

すかぁ、 この処方箋は？？」 と思うことに遭遇する。

と医療安全確保の観 点から、 薬剤服用歴管理

私たち薬剤師には薬剤師法第２４条 「薬剤師は、

指導料に多様な加算評価が設定されるとともに、

処方箋の中に疑わしい点があるときは、 その処方

種々の薬剤管理料が整備されている。

箋を交付した医師、 歯科医師または獣医師に問

院外処方箋発行率を医薬分業率としてみると、

い合わせて、 その疑わしい点を確かめた後でなけ

医薬分業法の施行から 36 年後は 14％に、 その

れば、 これによって調剤してはならない。」 という

5 年 後モデル国立病院が完全分業化され 26％

定めがある。

に、 それからまたわずか 5 年後には 50％に達し、

日々の現場では、 処方箋の記載不備、 規格変

3）

そして 2016 年には 70％を超えた 。

更、 銘柄変更、 患者希望による追加 ・ 削除、 相
互作用、 重 複 処方、 処方 意図の情報不足、 保

3. 第五世代薬剤師
この 30 年の間に医薬分業率が凄まじい勢いで

険適応と合致していない、 など様々な 「疑義」 が
生じる。

上がり、 同時に薬剤師に求められている具体的
これまでも、 薬剤師の重要な役割は 「医薬品

5. 疑義照会に対する医師・薬剤師の印象
アンケート調査 4-6) によると、 少し意外であった

の適正使用と医療安全の確保」 であるとされてき

が医師は 「貴重な指摘があり助けられている」 と

た。 個々の患者の病態や症状に併 せ、 患者の

いう回答が 76.5％もあった一方で、 これは予想通

生活環境や生活リズムから、 医薬品の効果を最

りであったが「自分で判断したら？と思うことが多い」

大限に引き出し、 副作用や相互作用によるリスク

「些末な問い合わせが多い」 など薬剤師の疑義

を 最小にすることを具体的な目的としてきた。 最

照会にはあまり良い印象を持っていない。 しかし

近では有効性、 安全性に加えて経済性について

ながら こ れは先に述べたように法的義 務であり、

も求められ、 後発品使用促進やポリファーマシー

更に医薬分業により処方箋を院外の保険薬局で

に関ることで医療費を削減 する 役割が加わった

応需している中では、 保険薬剤師としてのルール

役割も変化してきた。

2）

（Fig.2) 。
Fig. 2

が 加 わ る こ とをご 理 解 頂 か な け れ ば な ら な い
(Fig.3) 4）。

第五世代薬剤師

Fig.3
• 患者インタビュー

• 服薬指導

• カウンセリング

• 薬剤情報提供

• 処方内容の確認

• 薬歴管理/活用

• 処方意図の解析

• モニタリング

• 調剤

• リスクマネジメント

• 用法指示

• 患者服薬情報提供

• 後発医薬品の調剤

• 医-薬連携

• 在宅調剤

• 薬-薬連携

医師に聞きました

Ｑ：「疑義照会」の印象をお聞かせください
「自分で判断したら？」と思うこと
が多い

26.3

添付文書やガイドラインの理解が
教条的

43.9

些末な問い合わせが多い

• コンサルテーション

43.5

76.5
0%

調査期間：2016年11月17日～21日
回答数：医師255人

29.4

42

貴重な指摘があり助けられている

• 他職種連携

52.9

20.8

26.7

14.5

そう思う
そう思わない
どちらでもない

12.910.6

20% 40% 60% 80% 100%
「PharmaTribune Vol.9 No.1 p.24より許可を得て引用・改変」

また、 Fig.4 のように医師が調剤前に疑義照会

4. なんですかぁ、この処方箋は・・・？
しかしながら、 薬剤師が仕事をする上で持って

すべきと考えているのは、 薬剤師が考えている項

いる情報源は処方箋、 患者が持 参するお薬手

いと考えて いるようであ る 5)。 この点については、

帳、 薬 歴、 患者インタビュー等、 ほとんどこれら

薬剤師法の規定に縛られ、 処方箋に記載されて

目より少なく、 医師は薬剤師の判断に任せても良
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Fig. 4

6. 医薬分業から医薬協働
薬剤師の疑義照会は、 薬物療法に於ける医療

調剤前に疑義照会すべき

安全 ・ 適正使用 ・ 医療費削減の観点から行われ

● 同一成分の銘柄変更
● 一般名処方時の類似剤形への変更
（先発品類似剤形への変更を含む）
◇ 処方規格変更
◇ 一包化調剤
◇ 処方製剤の粉砕や混合
◇ 残薬による投与日数調整
◇ 服用歴のある配合剤への変更
●…医師
◇…薬剤師
◇ 重複処方の削除
■…医師・薬剤師共通
■ 剤形変更

ており、 疑義が解消されるように返答を頂きたい、
というのが薬剤師の本音である。 適正使用という
のは保険上の形式に当てはめることではないが、
保険適応にはならない可能性がある。理由があっ
て通常使う用法や用量と異なる処方がされる場合
は、 薬剤師の視点で投与後に注意すべき点を考
え、 患者にも注意を促せる。 このように医師の考
えを理解し、 それを納得し責任をもって調剤する

「PharmaTribune Vol.9 No.3 p.16 より許可を得て引用・改変」

ことが大事である。
いることの変更に対していちいちの確認をしなけ

7. 最後に
お互い多忙な業務中において、 形式的な疑義

れば変更できない点に多くの 「時間的無駄な疑
義照会」 が生じているのではないかと思われる。
このように調剤上の確認事項が多く課せられて

照会はなるべく減らし、 薬学的疑義照会に時間

いる一方で薬物療法に於ける適正使用に関する

をかけられるようにしたいものである。

薬学的疑義照会は重 要であ る。 しかし ながら、

最近ではこれに対する動きが出てきており、 処

先にも述べたように、 情報の不足から、 病名も、

方箋への検査値記載や疑義照会プロトコールを

どの程 度の病態かも、 処方された意図もわから

作っている病院も出てきているが、 まだまだ一般

ないまま薬剤師は患者を受けている。 最近では、

化しておらず、個々の病院と保険薬局の合意をとっ

疾病名はジェネリック変更の際に必要な情報であ

た上でなければできない現状である。今後、医師・

るため、 これもまた確認が必要である。 このような

薬剤師の協働がスムーズに行われ、 患者にとって

疑義の発生において、 薬剤師にも困ることが日々

最適な薬物療法が行われるような全国共通の情

発生していることは医師にも知っていただきたい

報共有 ・ 疑義照会簡素化システムができることを

6）

点である (Fig.5) 。 本来であれば疑義が解決し

期待する。

なければ調剤できないのであるが、 残念ながら

【利益相反】
論文内容に開示すべき COI 状態の有無について

「そのままで」 という返答で調剤している現状があ
る。

本論文に関連して、 開示すべき COI 関連にある
Fig. 5

企業等はありません。

薬剤師に聞きました
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第 8 回日本アプライド ・ セラピューティクス （実
践薬物治療） 学会学術大会のシ ンポジウム 2 「今
さら聞けない、 医師が知らないこと、 薬剤師が知
らないこと」 において講演した内容である。
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＜寄稿＞

地域包括ケアにおける薬薬連携と訪問薬剤師のかかわり
― 保険薬局の立場から ―
野田 和多流
Wataru Noda
トライアドジャパン株式会社 かもめ薬局北里健康館 地域連携支援課
〒 252-0329 神奈川県相模原市南区北里 2-18-10

要旨

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向け地域包括ケアシステムの構築が急がれ
る中、地域における保険薬局もそのシステムの担い手として様々な機能が求められている。
中でも在宅医療への対応は、 保険薬局の重要な機能の一つと言える。
かつて在宅現場で直接的な薬の管理などは訪問看護師をはじめとする他職種のみで
行われることが少なくなかった。 しかし現在、 剤形や用法など多様化していく薬剤の適
正使用には、 専門性の高い知識や経験に基づく管理指導が必要とされる。 また、 限ら
れた時間の中で提供される他職種本来の看護・介護サービスが、 薬に関わる時間によっ
て不十分なものになってしまうような弊害は避けるべきである。 在宅における薬剤師の需
要はこれらを背景に大きく増大している。
高齢者の薬物療養は、 通院 ・ 入院 ・ 在宅と様々なステージを移り変わっていくが、 最
終的に自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、 自分らしい生活を続けていくためには、
どのステージを移る際にも切れ目のない薬物治療を継続する必要がある。 しかし入院か
ら在宅へ移 行する際、 入院環境と在宅環境にはしばしば大きなギャップが存在する。
そのため入院で行われていた治療や使用される薬剤などを、 在宅で継続することが困難
となったり制約を受けることは少なくない。 在宅の現場においてそれらの問題解決のため
に薬薬連携を中心とした多職種間の連携は欠かすことのできない要素である。

Keywords: 地域包括ケア、 在宅医療、 薬薬連携、 他職種連携、 かかりつけ薬剤師
(Corresponding author: noda@triad-j.co.jp)
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退院時持参薬の服薬支援
まず入院から在宅復帰時に真っ先に挙げられ

ある。 その制約を受けたのち退院時に持参した

るのは、 退院時持参薬の服薬支援である。 退院

剤すべきかどうか判断に苦慮する場合がある。

薬剤と自宅残薬を比較した場合、 しばしば再調

時に持参した薬は自宅でどのように管理されるの

一つ目の理由としては、 患者の混乱を招く可能

か？在宅の現場において、 要介護状態の本人

性があるという点である。 退院時処方を飲み切っ

に全ての薬の管理を任せることは困難である。 す

たのち、 入院前の残薬を再調剤すると、 退院時

ると薬の管理はおのずと家族、 医療 ・ 介護サー

の持参薬と 「外観」 や 「個数」 が異なる場合が

ビスの従事者に委ねられる場合が多く見られる。

ある。 認知症を含む理解度が低下した患者や、

ここで問題になるのは、 様々な職種による訪問

強い拘りがある性格の患者の場合、 残薬の再調

サービスはその回数やサービス提供時間に限度

剤が現場の混乱を招き、 患者が不安感 ・ 不信

がある点と、 家族や介護サービス従事者によっ

感を抱く場合もある。 ひいては拒薬にまで発展し

て薬に関する知識や認識に大きな差異があると

かねないため、 再調剤ではそれらを十分に配慮

いう点である。

し、患者によっては残薬の再調剤を断念するケー
スもある。

訪問薬剤師が自宅における薬剤管理の中心と
なり、 専門性を生かし、 本人 ・ 家族だけでなく

二つ目の理由として挙げられるのが 「同効薬」

薬の服薬に関わる可能性のある他職種全員に対

変更の理由である。 保険薬局で退院時の持参薬

し薬の正しい情報を提供し、 誤りのない服用を継

を確認すると、 入院前の 「同効薬」 へ変更され

続できるよう退院時の持参薬に様々な服薬管理

ているケースが多く見られる。 しかしその変更が、

上の工夫を施している。 その工夫は自宅での環

単に採用薬の制約で変更を余儀なくされた 「同

境、 本人 ・ 家族の理解度だけでなく医療 ・ 介護

効薬」 なのか、 薬物治療上の明確な目的をもっ

のサービス状況も加味しながら行われ、 患者ごと

て変更した 「同効薬」 なのかを明確に判別する

に固有のものである。

ことができない。 この問題の解決の手段としては、
入院中の医療機関の薬剤師との連携が重要であ

院内 ・ 院外ともに薬局にはその医療機関ごとに

る。

個別の ( 調剤 ) 内規が存在する。 内規の遵守に
基づき調剤された薬剤であっても、 在宅環境下

退院時に提供をうける情報の中には、 入院先

ではさらに一歩踏み込んだ管理上の支援が無け

医療機関の薬剤師が作成した 「退院時服薬指

れば適正な服薬の継続は困難である。

導書」 ・ 「薬歴情報」 ・ 「退院時薬剤情報提供書」
といった薬剤の情報に特化したものが含まれてい

退院前自宅残薬の整理
DPC 制度によって入院時に自宅薬剤を持参す

る。 内容としては、 同効薬への変更理由のみな

ることができない医療機関もあるため、 在宅復帰

入院中の病棟指導の内容、 各種検査値や ADL

時には入院前の薬剤が自宅に大量に残っている

に応じた退院後の注意点などが記載されており、

場合がある。 入院加療中に中止 ・ 変更となった

それらを利用することで訪問薬剤師は残薬整理

薬剤は廃棄せざるを得ないが、 入院 ・ 退院を経

を適切に行うことができ、 かつ在宅復帰後の薬

ても継続中の薬剤であれば、 薬剤費抑制の観点

剤の管理指導をシームレスに引き継ぐことが可能

からもそれら自宅残薬を無視することはできない。

となる。

らず、 入院中に中止 ・ 追加された薬剤の経緯や

訪問薬剤師によって残薬の品質 ・ 期限等を適正

「薬の継続的管理」 というのは、 地域包括ケア

に判断し、 医師と連携し処方の調整を経て、 服

における保険薬局の大きな役割である。 薬の継

用可能な状態へ再調剤される。

続管理において、 入院中の薬剤服用歴の情報
が抜け落ちてしまうようなことはあってはならない。

しかし入院中および退院時の薬剤は、 その医
療機関の採用薬の中で選択されるという制約が
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退院時処方内容の調整
在宅復帰後、 訪問薬剤師は退院時の持参薬の

人の容態に変化が生じ処方変更を必要とする場

服薬を適正に継続すべく、 自宅環境、 医療 ・ 介

合がある。 さらに自宅においては本人の意思や

護サービスなどを考慮しながら様々な服薬支援を

希望が最優先されるため、 入院中のような規則

実施する。 しかしどうしても処方内容自体の変更

的な生活を継続することが困難になるなどの

が必要となる場合がある。 それらのケースは大き

ギャップが生じることは珍しくない。 訪問薬剤師

く３つに分けられる。 処方調整は在宅移行後の

は在宅の現場でそれらの変化を見極め、 主治医

主治医 （往診医） と行うことが多く、 訪問薬剤師

に処方提案を行いながら適正な服用を開始でき

は必要に応じ医師の往診に同行し、 処方に関す

るよう支援する。

③では、 在宅復帰時の環境変化に伴い、 本

在宅の現場では、 まず 「ちゃんと薬を飲めるこ

る様々な提案や相談を行う場合もある。
①入院中の情報不足による処方調整

と」 に大きな労力と時間を割く必要がある。

入院中の薬剤服用歴、 食事 ・ 服薬 ・ 嚥下状況、
の取り扱いなどの情報が不十分な場合。

退院時カンファレンスの現状
退院後の生活 ・ 介護などにおけるギャップや

②在宅復帰後の生活環境・介護力による処方調整

混乱を極力抑え、 在宅復帰をスムーズに進める

自己管理 ・ 服薬トレーニングの状況、 ADL と薬

自宅環境が独居 ・ 日中独居 ・ 老々介護 ・ 認々

ための手段の一つとして 「退院時カンファレンス」

介護などの状態の場合。 デイサービス ・ ショート

が挙げられる。 それは薬に関しても有効で、 カ

ステイなどのサービス利用先における薬の取り扱

ンファレンスによって職種間で薬剤情報の共有

い制限。 施設系在宅における入居先の薬に関す

や、 服薬管理におけるそれぞれの役割、 薬に

る取り扱い制限。

対する様々な認識を一致させることができれば、

③ 個人特性の変化による処方調整

在宅環境下の薬物療法の適正化に大きく寄与す

食事 ・ 運動 ・ 排泄 ・ 睡眠などの変化があった

る。 しかし実際の退院患者に対し、 開催される

場合。 自我関与とコンプライアンス行動。 不安 ・

退院時カンファレンスは決して多いとは言えな

不穏や認知機能の低下。

い。

①のケースの場合、 入院中の手掛かりが少な

平成 27 年 10 月 23 日に厚生労働省より表明

いと、 入院前の処方へ全面的に戻されてしまう場

された 「患者のための薬局ビジョン」 を受け、 そ

合もある。 そのため入院での処方や診療方針が

の取り組みを調査した資料が平成 29 年 3 月 31

引き継がれず、 治療が断続的になってしまうこと

日に厚生労働省より提示された。 「患者のための

もありえる。

薬局ビジョン実現のための実態調査報告」 の中

②のケースの場合、 介護力の有無を理由とする

で 「退院時カンファレンスの参加の回数 （年間）」

ことが多い。 例えば認知機能の落ちた独居の患

という項目を見ると、 有効回答があったのは調査

者に対し、 「1 日 3 回」 や 「1 日 4 回」 という用

対象となった 1000 件の保険薬局のうち 13 件の

法の薬剤が処方されたとする。 他職種と連携し、

み で、 年 間 の 参 加 回 数 は 「9 回 以 下 」 が

服薬のための様々な工夫や協力を行ったとしても

61.5%、中央値は年間 2 回という結果であった 1)。

良い服用状況を維持することは困難であろう。 処

これは退院時カンファレンスの開催自体が少な

方をまとめ、 用法を減らすことが可能な薬剤へ切

いか、 開催されているにもかかわらず薬剤師が

り替える検討が必要となる。 また在宅復帰は自宅

参加できていないかどちらかの理由によると推測

ばかりとは限らない。 施設へ入居する場合、 薬

される。 前者の理由として考えられるのは、 医療

に関する細かなルールが敷かれているところも少

機関の地域連携室の機能が不十分な場合や、

なくないため、 それを逸脱した処方内容は変更

退院が急遽決まって多職種が集まる時間を調整

せざるを得ない場合もある。

できないケースなどが挙げられる。 また後者の理
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由として、 保険薬局の在宅対応への機能不足が

行う。 また患者の使用する一般医薬品 ・ 健康食

考えられる。

品を把握したり、 薬局または自宅での残薬整理
をはじめとする薬剤管理などのフォロー、 24 時

在宅医療における他職種連携
在宅医療において、 訪問薬剤師が薬学的管理

間対応や在宅対応などを行う。 それにより患者

指導を実施するためには、 医療領域と介護領域

や理解を深めることが可能になる。

は薬への不安を解消し、 健康や薬に関わる意識

の情報のどちらも欠かすことができない。 介護領

この制度は入退院の際の薬薬連携にも大きな

域の情報とは、 ADL、 認知機能、 患者キャラク

影響を及ぼすと考えられる。 これまで入院時に過

ター、 介護力の有無、 家族構成 ・ 関係性、 自

去の薬剤服用歴を確認する主な手段は 「お薬手

宅環境、 介護サービス利用状況、 経済的事情

帳」 であったが、 その患者にかかりつけ薬剤師

などが挙げられる。 また訪問薬剤師はその患者

がいれば、 「お薬手帳」 に書かれていない様々

のケアマネージャーとも連携するため、 ケアプラ

な情報を医療機関に引き継ぐことができる。 また

ンの提供を受ける場合がある。 ケアプランを通じ

退院時に入院中の薬に関する情報をかかりつけ

どのような種類の介護サービスを受けているの

薬剤師に引き継ぐことができれば、 切れ目がなく

か。 また具体的なサービスの内容を把握し、 そ

質の良い薬物治療の継続を実現できるようにな

れが薬物治療上どのような影響を受けるかを考察

る。
近年在宅医療は大きくクローズアップされ、 在

する。
訪問薬剤師は、 介護予防事業 ・ 介護保険の

宅患者に対する薬薬連携の重要性は認識されつ

サービス内容、 自治体の高齢者福祉サービスの

つあると言える。 しかし地域包括ケアシステムの

内容、 地域のインフォーマルケアの状況など他

対象となるのは在宅患者だけではない。 薬物療

職種がどのようなサービスをどの範囲まで行うこと

法におけるすべてのステージで、 患者にとって

ができるのかを知っておく必要がある。 それは地

本当にメリットのある医薬分業のために薬薬連携

域包括ケアに関わる様々な職種の立場を理解す

があるという視点を忘れてはいけない。

ることに他ならない。

【利益相反】
本論文に関連して、 開示すべき COI 関連にある

介護サービスの従事者は対象となる人を 「利
用者」 と呼ぶ。 一方保険薬局は医療機関であり、
保険薬剤師は医療従事者として、 対象となる人

企業等はない。

を 「患者」 と呼ぶ。 この時点で介護サービス従

【引用文献】
1) 厚生労働省， 患者のための薬局ビジョン実現

事者と保険薬剤師の立場の違いは明確である。
薬物治療を適正に継続するにはこのような職種
間の立場の違いを理解し、 正しく医療と介護の

のための実態調査報告 P62

連携を推進していく必要がある。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_
yakuzai/index.html [accessed Feb 20、 2018]

かかりつけ薬剤師と薬薬連携
平成 28 年度の診療報酬改訂から 「かかりつけ
薬剤師」 制度が始まった。 患者と同意を取り交
わしたかかりつけ薬剤師は、 過去の服用歴や現

第 8 回日本アプライド ・ セラピューティクス （実

在服用中の全ての薬剤に関する情報等を一元

践薬物治療） 学会学術大会のシ ンポジウム 5 「統

的 ・ 継続的に把握し、 安全な薬物療法を継続

合ケア」 において講演した内容である。

するために多剤 ・ 重複投薬等や相互作用の防
止、 副作用や期待される効果の継続的な確認を
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＜寄稿＞

小児患者の服薬コンプライアンス向上にむけて
～自験例における工夫の提示を通じて～

下道 友莉恵 1)、 川上 康彦 2)、 菅谷 量俊 1)、 髙瀬 久光 1)
1)

2)

1)

1)

Yurie Shimomichi , Yasuhiko Kawakami , Kazutoshi Sugaya , Hisamitsu Takase 、

1)* 日本医科大学多摩永山病院薬剤部
2) 日本医科大学武蔵小杉病院小児科

* 〒 206-8512 東京都多摩市永山 1-7-1

Summary
Since it is difficult to take medicine for children, we have to design various
kinds of ingenuity. Pediatric preparations including a syrup and a granule
taste good so that it is easy to swallow them. However, protectors sometimes
mix the medicine with foods or beverages which is given to the children, and
an appropriate medication instruction becomes required from a viewpoint of
compatibility. We introduce the example of inventions in the medicine dosing
for children here. There is a method of crushing a tablet when children
cannot swallow a powdered medicine because of the bitterness or a tablet
one. In infants a flexible dealing with the medicine dosing time is necessary
as the sleeping time is irregular and there is a concern of discharging the
medicine due to the feeding reflex including the air exhaust. We must
consider that a coating on the preparation which masks a bitter taste may
be dissolved by the change of pH when we mix medicines. The pharmacist
should carefully contr ibute to childhood pharmacotherapy a fter
understanding the characteristics of a medicine well.
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要旨
小児では内服に困難を伴うことも多くさまざまな工夫が必要となってくる。 シロップや
散剤の小児用製剤は飲みやすいよう味が改良されている。 しかし、 保護者は食物や
飲料等に薬剤を混ぜ服用させることが少なくなく、 配合上の観点からも服薬方法の適
正指導が必須となる。 今回、 小児に対しての服薬の工夫について事例を紹介する。 小
児にとって散剤が苦く服用できず、 錠剤の服用も難しい場合は錠剤を粉砕する方法が
ある。 乳児の服薬時間では、 睡眠時間が不規則であることと、 授乳直後は排気 （げっ
ぷ） など哺乳反射により服薬した薬剤を吐き出してしまうことが懸念されるため特に柔
軟な対応が求められる。 薬剤によっては混合する際は苦味をマスクするための製剤上
のコーティングが pH の変化により溶解することを考慮しなければならない。 薬剤師は
薬の特性を十分理解した上で、 注意深く小児薬物療法に寄与していく必要がある。

Keywords: Children, medication instruction, medication compliance

小児 , 服薬指導 , 服薬コンプライアンス
(Corresponding author: shimomichi@nms.ac.jp)

【はじめに】
小児疾 患では内服 薬に よる治療が主であ る。

Table 1 一般的な散剤の服薬方法
・ 少量の水に溶解し、 スポイトや哺乳瓶の乳首

成人の場合、 服薬に対する忍容性が高いが、 小

を用いて服薬させる

児では年齢により服薬を理解させることが難しく、

・ 水を加えて団子状にし、 上あごや内頬につけ

味やにおい、 舌触りなどさまざまな要因により服

飲み物を飲ませる

薬コンプライアンス低下につながる。 服薬に至る

・ 粉薬を直接口の中に入れ、 飲み物を飲ませる

までの関係性では、 時系列に①薬剤製造、 ②

・ オブラートや服薬補助ゼリーを用いて服薬さ

調剤 ・ 服薬指導、 ③服薬の現場、 が影響する

せる

と経験上から考える。

・ 食べ物や飲み物に混ぜて服薬させる
など

1. 服薬に至るまでの関係性
① 薬剤製造

清重ら 1) の報告によると、 1 ～ 3 歳では内服し

製造過程では、 小児の服薬コンプライアンス向

やすい方法として、 薬剤の見た目や味、 におい

上のための剤形の開発や、 苦みに対するコーティ

をカバーし飲みやすくすることが有用とされた。 4

ング、 さらには、 甘味やにおいをつける等製剤的

～ 6 歳に なると薬 剤に対 する 理 解 度 が 高 まり、

工夫を施す。

服薬方法の自主選択、 自己管理をする等、 主体

② 調剤 ・ 服薬指導

的に取り組む傾向にあった。 そのため保護者に
対する服薬方法の指導に加え、 年齢に応じて患

薬剤師が行う散剤の服薬方法に関する一般的

児への指導も相加的に有用であり、 特に長期的

服薬指導内容を Table 1 に示す。
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に服薬継続が必要な場合には、 リーフレットを活

剤 や 粉 砕 を 上 回 る と い う 報 告 が あ る が、

用し服薬の必要性や薬効 ・ 用法用量について理

minitablet の場合は 2 ～ 3 歳程度から服用可能

解してもらうことが重要であるといえる。 また、 成

であると考えられている 3, 4)。 錠剤は直径 5.0mm

功体験もポイントであり、 服薬できた時に一緒に

と小さいが、 割線もあり初めて錠剤を飲む練習を

喜ぶ、 ほめるということも大切なスキルとなる。

するのにも適している。 そこで本症例でも試行し
た。 しかし服薬できず、 その原因としては錠剤を

③ 服薬の現場

嚥下することに対する感覚的な理解不足や恐怖

この段階は保護者の関わりである。
日本調剤株式会社の調査

2)

心などが推察された。 そのため苦味は変わらな
いが 「かさ」 が減少するプレドニン錠 ® を粉砕し

によると 「あなたが

お子さんに薬を飲ませる場合にとっている方法を

て投与するという方法を試行し服薬に成功した。

お答えください （回答はいくつでも）」 という問い
57.7 %、 次いで 「ジュースなど飲み物に混ぜる」

2）0 歳 2 ヶ月女児 体重 4.8 kg
発熱を主訴に近医受診。 早期乳児のため当院

27.8 %、 「お薬ゼリーを使う」 16.7 % であった。 子

を紹介され、 細菌感染症の診断により入院となっ

供 の年代により飲ませ方の違いはあるが、 0 歳

た。 抗菌薬の静脈内投与により解熱したが、 鼻

～ 5 歳では半数以上がそのまま飲ませていると

閉 が あ るためカル ボ シ ステイ ン DS 150 mg/ 日

いう結果となった。 「そのまま飲ませる」 と回答し

分 3 が処方された。 しかし、 患児は服用後吐い

た中には、 服薬の工夫をしたことがない、 または

てしまい上手く内服できなかった。 母親は子供に

医療者より服薬方法の指導を受ける機会がない

服薬させることが初めてで服薬方法が分からず不

保護者が含まれていると推察され、 さらには服用

安を抱えていた。

困難を経験し苦労を強いられたことがある保護者

＜検討すべき点＞

も少なからず含まれていると考えられる。 したがっ

① 第 1 子で初めての育児でありしかも服薬させ

に対し、 最 も多 い 回 答 は 「そ のま ま 飲 ま せる」

て、 薬剤師の職能を発揮していく環境といえる。

た経験もなく不安が強い。
② 授乳期の患児の服薬はいつ行なうのがよい

本稿では、 小児患者の服薬コンプライアンス向

か。

上にむけて薬剤師が日常業務で行った取組みに

③ どのように服薬させるか。

ついて、 自験例を交え紹介する。

＜対策＞
母親は配薬されたタイミングにあわせて授乳し、

2. 症例提示

その後服薬させなければならないと思い込んで

１）3 歳 8 ヶ月男児 体重 14 kg
特 発 性 顔面神経 麻痺 （Bell 麻痺） の臨床診

いた。 乳児は授乳後には 満腹 感のため薬剤を

断でプ レドニゾロン散 15 mg/ 日 分 2 の服用が

伴い薬剤を吐き出してしまうことが多い 5)。 本症

必要となった。 しかし、 苦味の強いプレドニゾロ

例では薬物動態 ・ 薬効ともに問題がないため授

ン散を内服できなかった。

乳前に服薬させればよいこと、 3 度の服薬時刻

＜検討すべき点＞

は必ずしも固定して考える必要はなく分 3 の薬剤

飲みたがらないことや授乳後の排気 （げっぷ） に

散剤を服薬できない小児への服薬方法をどうす

では 4 時間以上間隔を設ければ問題がないこと、

るか。

乳児は睡眠時間が多いので入眠中に服薬目的

＜対策＞

だけのために無理に起こす必要はないこと、 など

プレドニゾロン製剤にはシロップ剤が存在しな

を指導した。 また、 薬剤を母乳やミルクに混ぜる

い。 そこで錠剤への剤形変更を検討した。 プレ

ことは避け少量の水と混合しスポイトやシリンジ、

ドニゾロンは年齢 6 歳を境とし錠剤の処方率が散

哺乳瓶の乳首に入れて服薬させる方法を指導し
Vol.9 No.2 (2018)

- 17 アプライド・セラピューティクス学会の許可なく本誌の転載・転用を禁止します。

た。 この理由は薬剤を混ぜることで母乳やミルクの

Table ２ クラリスロマイシン DS の特徴

味が変わり、 万一乳児が母乳 ・ ミルク嫌いになれ

8)9)

・ マクロライド系薬剤は原薬に苦味があるため、

ば唯一の栄養源が摂取できなくなるからである。

コーティングが施されている

指導後、 母親は 「授乳前に水で薬を溶かしス

・ コーティングは胃酸の pH で溶解するよう設計

ポイトを用いて与えることにより吐き出さずに飲め

されているため、 pH の低いものと混合すると

た」 ことを嬉しそうに話してくれた。 また、 3 度の

溶解する

投与時刻に幅を持たせてよいことは母親の心理

・ オレンジジュースやヨーグルトなど酸味のある

的 負担を 軽 減し、 コン プライ アンスの向上に繋

ものとの混合で苦みが出現しやすい

がった。

・ 製薬企業は飲食物との飲み合わせについて
リーフレットにより注意喚起している

3）5 歳 3 ヶ月男児 体重 17 kg
発熱や咳嗽出現、 翌日に近医受診し感冒の診

イシン DS、 カルボシステイン DS が含有され、 こ

断で薬剤を処方されたが服薬できなかった。 症

れらを混ぜたことが苦味を高めた原因であると推

状が増悪したため翌日同医再診、 肺炎を疑われ

察する 10)。

当院を紹介され同日受診した。 外来初診時体温

クラリスロマイシン DS はカルボシステイン DS と

40.0℃、 頻呼吸で全身状態不良、 胸部聴診上

の混合時には特に注意を要する。 クラリスロマイ

ラ音を聴取した。 胸部 X 線 上両側肺野に陰影

シン DS は酸性溶液に懸濁すると苦味をマスキン

があり、 血液検 査で血清 CRP と末 梢血白血球

グするためのコーティングが溶解し苦味が強調さ

数高値により、 マイコプラズマ肺炎の暫定診断で

れると報告されている 11）。 一方、 カルボシステイ

入院加療となった。

ン DS の先発品であるムコダイン DS50% ® 約 5 g

患児は入院前の処方薬の苦味により服薬できて

と水 50 mL を混合して上下に 10 回振とうした後の

いなかった。 処方内容はクラリスロマイシン DS、

上清の pH は約 3.9 と酸性を示すことがわかって

カルボシステイン DS、 ツロブテロールテープ等で

おり、 これがクラリスロマイシン DS との混合を 避

あり、 入院後も同様の薬剤が処方された。 苦味

けるべき理由である 12)。 したがって、 これらの根

から服薬できなかった薬剤は、 クラリスロマイシン

拠から、 液性が酸性を示すオレンジジュースやス

DS の起因が最も高かった 6)。

ポーツドリンクとの混合も回避すべきである旨、 指

＜検討すべき点＞

導を行なった。 また、 水に懸濁しての服用が難し

① 水へ溶解直後服薬させたにも関わらず苦味が

い場合には甘味や味の濃いココアを活用し、 プ
リンや冷たさ、 甘味で味をマスクできるアイスクリー

強くなった理由はなにか。
② どのように服薬させるか。

ム等で挟んで服用するという具体的方法も提案し

＜対策＞

た 13）。

本症例は前医の段階で経験的にマイコプラズマ

指導後の経過は、 薬剤をココアパウダーとともに

感染症が疑われており、 小児呼吸器感染症ガイ

水に懸濁することにより今まで服用困難であった

で第一選択薬とされているマクロライド

薬剤を服用できるようになった。 それに加え、 こ

系薬剤であるクラリスロマイシン DS の服薬が重要

れまでは服薬を嫌がり逃げて いた患児本人が、

である。 クラリスロマイシン DS の特徴を Table 2

自ら 懸 濁 液を作成して主体的に服 用するように

に示す。

なった。

ドライン

7)

母親は全ての薬剤を混ぜてから水に懸濁後直

日常業務の中で、 患児から 「ピンク色の粉薬は

ちに服 薬 させたが、 患児は服 薬 拒否の様 子で

嫌だ」と訴えを受ける経験をする。 これはクラリシッ

あった。 服薬時に、 手間を省くため全ての薬剤

ド ®DS であることが多く、 過去の経験からトラウマ

を混ぜる保護者は多い。 処方薬にはクラリスロマ

となり色彩から心理的拒否反応を示している。 こ
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のような患児には色彩の異なる後発品への切り替

改良され、 より患児にとっては服薬しやすくなって

えにより円滑に服薬できることがある。 また、 味も

いるものもある (Table 3)。

Table 3 クラリスロマイシン DS 各製薬会社性状比較

色

におい

味

先発品

クラリシッド DS

微赤白色

後発品

「トーワ」

白色～帯黄白色

特異な芳香

甘い

「タカタ」

微黄白色～微褐色

ないか又はわずかに
特異なにおいがあり

甘い

特に
飲みやすいと
好評

「サワイ」

白色

ストロベリー様の芳香

甘い

バナナ味

「MEEK」

白色

芳香があり

甘い

「EMEC」

白色

ストロベリー様の芳香

甘い

「日医工」

白色

「タイヨー」

白色

なし

「マイラン」

白色～帯黄白色

フルーツようのにおい

いちご風味

甘い
甘い
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【はじめに】
このセッションではリウマチ膠原病分野から症例

をもとに診断を行っています 5)。 以前の診断基準

を提示してその症例における問題点、 治療方法、

が、 治療法の変化からより早 期に診断で きる基

注意点などについて一緒に考えていきたいと思い

準へと変わりました。 ただし、 新しい基準では特

ます。 リウマチ膠原病疾患は比較的まれであり、

異度が下がるため、 他の疾患も入ってくる可能性

日常あまり遭遇しないと思われるため、 今回はそ

が高くなりました。

ではかなり確立された RA を分類する基準でした

の中でも比較的良く見る疾患である関節リウマチ
示します。 症例を検討する前に、 少し RA につい

1. RA の治療
25 年前の治療では、 NSAIDs 中心の治療でし

て説明します。

たが、 その後 MTX や生物製 剤の登場に より早

（Rheumatoid Arthritis: 以下 RA） の 症 例 を 提

期診断、 早期治療、 さらにゴールは疾患活動性

【関節リウマチの概要】

の十分な制御を行う方針に変わりました。 治療方

1. 疫学
有病率は人口の 0.5 ～ 1.0％、 日本には 50 〜

針としては日米欧のそれぞれの学会からガイドライ

100 万人患者がいると推測されています。 男女比

おり、 疾患の寛解が得られなければ早期から生

は 3:7 程度で女性に多い疾患です。 好発年齢は

物製剤を使用することが推奨されています。

ンが出ておりますが、 ほぼ似たような内容となって

30 ～ 60 歳ですが、 高齢になると男性の比率が
に不明です。 複数の遺伝的要因に環境因子が加

2. RA の合併症・予後
生命予後は一般的に悪いと報告されており、 通

わり、 自己免疫応答が惹起され関節部位で慢性

常標準化死亡比 （SMR） は、一般的なコミュニティ

炎症が生じると考えられています。 主な病変部位

で 1.2 ～ 1.4、 医療機関では 1.5 ～ 3.0 となって

は関節滑膜ですが、 呼吸器病変や血管炎などの

います 1)。 しかし、近年生物学的製剤導入により、

関節外症状を呈する場合あります 1)。

慢性炎症による虚血性心疾患や二次性アミロイ

増加します１)。 RA の病態ですが、 原因は未だ

ドーシスの減少が期待されることから、 生命予後

2. 症状
RA で障害される関節は、手指の末端の関節
（ 遠

改善の可能性が示唆されています。 ただし、 一

位指骨間関 : DIP） 以外の関節や手首の関節が

腫、 結腸、 直 腸 癌など） の 増 加の懸 念 もあり、

多いですが、 足首や足趾関節も多く、 手の巧緻

注視していく必要があります。

方で免疫抑制による感染症や悪性腫瘍（ リンパ

作業や歩行に影響を与えます。 頻度はやや下が
に環軸椎関節にも炎症が来ます。 環軸椎関節に

3. RA 治療に付随する合併症
慢性炎症による動脈硬化などの心血管系障害

症状が及ぶと軸椎の脳内へのヘルニアの危険性

やアミロイドーシス、 RA に合併する間質性肺炎な

が生じ、突然死の原因ともなります。 全身症状 （関

どの呼吸器系障害の他、 RA 治療による副作用と

節外症状） としては、 以前の診断基準にも入って

しての間質性肺炎、骨粗鬆症、胃腸障害、腎障害、

いたリウマトイド結節や目に生じる強膜炎などの血

感染症、 悪性リンパ腫を含む悪性新生物などに

管炎、 心肺症状、 そして炎症が長く続くことでアミ

注意が必要です。

りますが、 膝や肘、 肩などの大関節、 頸椎、 特

ロイドーシスを発症することがあります。
◎ 症例１

【RA の診断】
現在は 2010 年アメリカリウマチ学会 / ヨーロッ

在 エ タ ネ ル セ プ ト 50mg/ 週、 メ ト ト レ キ サ ー ト

パリウマチ学会 (ACR/EULAR) の RA 分類基準

10mg/ 週、 葉 酸 5mg/ 週、 ロ キ ソ プ ロ フ ェ ン

58 歳女性。 10 年前に関節リウマチを発症。 現
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◎ 症例２

180mg/ 日でコントロールは良好。 かかりつけのリ
ウマチ医には１ヶ月ごとに通院している。 ２週間前

78 歳女性。 30 年前から関節リウマチに罹患し

から息切れが出てきたと感じており、 早めに受診

ている。 既往歴として肺結核、 合併症として高血

を考えている。

圧症、 腎機能障害 (eGFR 50mL/min)、 心不全
(NIHA II 度 ) があり、 近くの内科に通院中。 現

本 症例の主 訴は ２ 週間前 か ら出てき た 息切れ

在 アセトアミ ノ フェン 1,200mg、 プ レドニゾロン５

( 呼吸困難 ) です。 そこで息切れ ( 呼吸困難 ) の

mg、 サラゾスルファピリジン 1,000mg、 レニベー

鑑別診断が必要となります。

ス 2.5mg 内服しており、 リウマ チは低 疾患活動
性程度におさまっているため、 10 年間ほど処方

息切れ （呼吸困難） の原因としては、
呼吸器 :

内容の変更はありません。本日、家の中を掃除中、

閉塞性障害 : COPD、 肺リン

机の脚につまずき転倒、 そのまま動けなくなり救

パ脈管筋腫症、 びまん性細

急車を呼ぶことになりました。

気管支炎、 気管支拡張症

本症例は家の中で 骨折を生じた RA 患者さん

拘束性障害 : 肺線維症、 間質性肺炎、

で す。 本 症例の問 題 点として、 高齢 であ る 事、

肺結核後遺症

RA に長期に罹 患して い る 事、 心 不全 の 合 併、

混合性障害 : じん肺

および結核の既往がある事、 そしてステロイド内

循環器 :

服中である事です。

肺高血圧症、 慢性心不全、
狭心症

血液 :

貧血

神経筋 :

重症筋無力症、 ギランバレー

骨粗 鬆症性骨折の臨床的危険因子として、 以
下の項目が挙げられます ( 続発性を除く ) ３)。

症候群、 ALS、 など

・ 年齢

代謝 :

甲状腺機能亢進症

・ BMI 低値

腎:

腎性貧血

・ 脆弱性骨折の既往

中枢神経 :

脳炎、 脳腫瘍、 髄膜炎

・ 両親の大腿骨近位部骨折歴
・ 現在の喫煙

２)

などが考えられます 。 RA に伴うものとして一番に

・ ステロイド投与

考えなければならないのが呼吸器系による症状、

・ 関節リウマチ

特に間質性肺炎です。

・ アルコールの過剰摂取

本症例の場合、 比較的緩徐に経過していること、

今回の症例から読み取れる内容からも、 上記

比較的若年者であること、 RA のコントロールは良

のうち、 年齢、 ステロイド投与、 関節リウマチの３

好だったことから、 RA に伴う呼吸器障害というより

項目が当てはまります。 本症例では高齢、 心不

薬剤性間質性肺炎または感染症の可能性が高い

全合併、 結核の既往から RA に対して生物製剤

と考えられました。したがって、本症例の対応として、

などによる積極的な治療が症例でした。 したがっ

まず現在使用中の薬剤の中で間質性肺炎を生じ

て治療としては従来の低分子 DMARDs が中心と

る可能性のある薬剤 (MTX、 ロキソニン、 エタネル

なり、 それでもコントロール不良だったため少量ス

セプト ) の中止、 さらに 感染症の可能性を考え、

テロイドを投与していました。

特にニューモシスティス肺炎を考慮し対応を進めま
骨粗鬆症のリスクは英国シェフィールド大学から

した。

提唱されている FLAX 骨折リスク評価ツールが有
名です。 以下のホームページで患者情報を入力
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３） 骨 粗 鬆 症の予 防と治 療 のガイドライ ン 2015

すると骨折リスクを評価してくれます。

（https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.

年版， 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作

jsp?lang=jp）

成委員会 （日本骨粗鬆症学会 ・ 日本骨代謝
学会 ・ 骨粗鬆症財団） 編， 2015

さらに、 2014 年に日本骨粗鬆症学会より 「ステ

４） ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライ

ロイド性骨粗鬆症の治療ガイドライン」 が発表され

ン 2014 年改訂版， 日本骨代謝学会ステロイ

４)

ています 。 そのフローチャートでは 65 歳以上で

ド性骨粗 鬆症の管理と治療ガイドライン改訂

経口ステロイド PSL 5mg 以上３ヶ月以上内服する

委員会編， 大阪大学出版会， 2014

場合、 すでに積極的な薬物治療を行う範疇とな

5) A letaha D, et al: 2010 Rheumatoid

り、 本症例では骨粗 鬆症治療が導入されていな

arthritis classification criteria: an

ければならなかったことがわかります。

American College of Rheumatology/
European League Against Rheumat ism
collaborative initiative.

以上、 ２つの RA 症例をご紹介しましたが、 RA

Arthritis Rheum 62(9): 2569-2581, 2010

患者の管理をする上での注意点を以下にまとめま
す。

１．まず RA の活動性を可能な限り抑え込む
寛解が得られない場合は生物製剤などの効果
の高い薬剤を使用することにより、 RA の骨破壊

第 8 回日本アプライド ・ セラピューティクス （実

進展抑制だけでなく、 骨粗鬆症や肺障害、 心不

践薬物治療） 学会学術大会の症例検討ワーク

全、 アミロイドーシスなどの合併症の発症も抑える

ショップ 8 「膠原病 ・ 関節リウマチ」 において講

ことができます。 また NSAIDs やステロイドが不要

演した内容である。

となり、 これら薬剤による副作用も軽減できます。

２．使用している薬剤による副作用管理
生物製剤や 免疫抑制薬では感染症や各薬剤
による固有の副作用に注意します。 ステロイドが
必要な場 合には、 糖尿病、 高血圧、 骨粗 鬆症
などの発症予防をすることが必要です。

【利益相反】
本論文に関連して、 開示すべき COI 関連にあ
る企業等はない。

【引用文献】
１） リウマチ病学テキスト , 改訂第２版 , 公益財団
法人日本リウマチ財団教育研修委員会 ・ 一
般社団法人日本リウマチ学会生涯教育委員
会編 , 診断と治療社 , 東京， 2013
２） コモンディシーズブック , 一般社団法人日本
内 科 学 会 専 門 医 部 会 編、 日本 内 科 学 会，
2013
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高齢者におけるベンゾジアゼピン系薬剤の適正使用とは何か
What is the appropriate use of benzodiazepines for the elderly?
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Syuichi Aoshima

医療法人社団 徳仁会 中野病院 薬局
〒 328-0052 栃木県栃木市祝町 8-1

Summary
All drugs have benefits and risks, but in the clinical practice, values on the
eff icacy and sa fety of med icines a re often biased. In the use of
benzodiazepines in the elderly, there is a tendency to be interested in risks
of adverse drug events or potentially inappropriate use. However, there are
gaps between the medically appropriate use and suitability for the patient.
In this review, we suspect the premise that "the use of benzodiazepines is
potentially inappropriate", reexamine their risks / benefits, and discuss the
appropriate use of benzodiazepines in the elderly.
あらゆる薬剤にはベネフィットとリスクが存在する。 しかし臨床の現場では、 リスクだけ
に関心が向く薬剤、 ベネフィットだけに関心が向く薬剤という仕方で、 薬剤の有効性 ・
安全性に対する価値観は片寄っていることも多い。 高齢者におけるベンゾジアゼピン
系薬剤の使用では、 潜在的に不適切な薬剤使用と認識されることも多く、 薬物有害
事象リスクに関心が向きがちである。 とはいえ、 医学的な適正と、 患者にとっての適正
には少なからず相違がある。 本総説では、 “ベンゾジアゼピン系薬剤の使用は潜在的
に不適切である” という価値観を一旦カッコに入れ、 あらためてそのリスク / ベネフィット
を捉え直し、 高齢者におけるベンゾジアゼピン系薬剤の適正使用について論じる。

Keywords: ベンゾジアゼピン 高齢者 医薬品の適正使用 薬物有害事象

Potentially inappropriate medications
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【はじめに】
薬剤の適正使用とは言うが、 適正という言葉の

が服薬アドヒアランスが高い傾向にあることが示さ

概念をめぐり、 医療者と患者間、 あるいは医療者

きく影響しているように思われる。 つまり、 過去に

同士においても、その考え方が異なることは多い。

経験した重篤なイベントが、治療への関心を高め、

こうした認識の相違がなぜ生じていくのか、 その

服薬アドヒアランスが向上する要因となっている可

基底にある価値認識のギャップに関する考察なし

能性がある。 また、 服薬アドヒアランスが良好な

に薬剤の適正使用を論じることは、 偏った結論を

患者では、 積極的に予防医療を受けるなど、 健

導きかねない。 したがって、 本総説では、 まず始

康への関心度が高いことが示唆されている 2)。従っ

めに薬物治療全般に関する価値認識を考察した

て、 服薬アドヒアランスとは患者が抱く薬物治療

うえで、 高齢者におけるベンゾジアゼピン系薬剤

に対する関心の代理マーカーとも言えるであろう。

（以下、BZD） の適正使用について論じる。 なお、

疾患ごとに薬物治療に対する関心の差がどのよ

本 稿では、 ゾルピデムやゾピクロンなどの非ベン

うな傾向でみられるのか、 7 つの疾患に対する薬

ゾジアゼピン系催眠鎮静薬、 いわゆる Z- ドラック

物療法と、 その服薬アドヒアランスを比較した研

についても BZD と同カテゴリの薬剤として扱う。

究 3) が参考になる。 この研究によれば、 服薬ア

れている。 これは治療に対する患者の関心が大

ドヒアランス 80％以上を達成した患者の割合は、

【薬物治療に対する価値認識の傾向】
薬物治療の価値認識について、 様々な議論を

高血圧患者で 72.3％、 甲状腺機能低下症患者

展開することが可能のように思われるが、 筆者は

対して、 痛風患者では 36.8％、 骨粗鬆症患者で

薬剤効果という軸、 そして患者の薬 物治療に対

は 51.2%、 脂質異常症 患者では 54.6% という結

する関心という軸の 2 つの観点から述べる。

果であった。 また、年齢別の解析では、若年層（18

で 68.4％、 2 型糖尿病患者で 65.4％だったのに

まず、 薬剤効果は大きく 「予防的効果」 と 「対

～ 29 歳） に比べて高齢者 （60 歳以上） でアド

症的効果」 に分けることができる。 例えば、 スタ

ヒアランスが高い傾向が認められ、 健康への関心

チン系薬剤や降圧薬、 糖尿病治療薬などは心血

度が加齢に伴い増加して いる可能性がうかがえ

管イベントなど、 重篤な合併症の発症を予防し、

る。

最終的には死亡を先送りする効果を期待する薬

一般的に、予防的薬剤より、対症的薬剤の方が、

剤である。 これら薬剤は、 今現在において感じ

患者にとって薬 物治療への関心が高いと考えら

得る症状の緩和を目的とした対症的な治療効果

れる。 人間は将来的にもたらされる利益に対する

を期待する薬剤ではない。 一方で催眠鎮静薬や

価値を割り引いて考える傾向があるからだ 4)。 こ

鎮痛薬などは、 今現在において感じ得る不眠症

れを価値の時間割引 （time discounting） と呼ぶ

状や疼痛症状の緩和効果、 つまり対症的な治療

が、 例えば将来的な心血管イベントを予防すると

効果を期待して用いることが多い薬剤である。

いう薬剤のベネフィットに対して、 人はそれほど大

次に患者の薬物治療に対する関心について考

きな価値を抱かない可能性がある。 先に示したよ

察する。 心血管疾患に対する予防的薬剤と服薬

うに予防的薬剤のアドヒアランスは 50％程度と決

アドヒアランスの関連を検討した 20 研究（ 解 析

して高くない。こうした服薬アドヒアランスの低さは、

対 象 376,162 例） のメタ分析

1)

によれば、 追跡

薬剤の将来的なベネフィットという価値を割り引い

期間の中央 値 24 か月において、 服薬アドヒアラ

て思考していることに裏打ちされているとは言えな

ンスは 57% ［95% 信頼区間 50% ～ 64%］ と報告さ

いだろうか。 他方で、 今現在において感じている

れている。 この研究では、 一次予防の服薬アドヒ

不眠症状や疼痛症状が少しでも緩和、 改善でき

アランスが 50％ [95％信頼区間 45% ～ 56%]、 二

ると言うのであれば、 そうした治療に強い関心を

次予防の服薬アドヒアランスが 66％ [95％信頼区

抱く傾向にあることは経験的にも理解しやすいだ

間 56% ～ 75%] と報告されており、 二次予防の方

ろう。
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以上を踏まえ、予防的、 対症的という薬剤効果、

で、 薬物治療に対する価値認識を 4 分割表で示

そして患者の薬 物治療への関心という 2 つの軸

したものが Fig.1 である。

薬剤効果
関心が強い
関心が薄い

治療に対する関心

対症的

予防的

ベンゾジアゼピン系薬剤

降圧薬

プロトンポンプ阻害薬

甲状腺治療薬

抗アレルギー薬

2 型糖尿病治療薬

治療対象の症状が既に緩和、治

骨粗鬆症治療薬

癒している状態で処方されてい

尿酸降下薬

る薬剤
Fig.1 薬物治療に対する価値認識

糖尿病治療薬や降圧薬などは、 血糖値や血圧

意味や価値はそれ自体独立自存することは原理

値の変動などが患者にとっても目に見える情報とし

的にありえず、 我々の身体や欲望や関心といった

て提示され る 機会が多い。 したがって、 患者の

ものと相関的に立ち現れてくるとする原理である 6)。

治療に対する関心も比較的高いと言える。 また、

この原理に従えば、 治療への関心の強さが高い

プロトンポンプ阻害薬 （以下、 PPI） は消化性潰

ほど、 あるいは対症的治療であるほど、 治療に

瘍を予防する効果を期待して用いることもあるが、

対する意味や価値の絶対性は低下し、 患者個別

胃酸の逆流症状の改善を期待して用いた場合は

の様相を呈してくるといえる。 したがって、 BZD の

対症的な効果に分類できる。 PPI は投与を中止

適正使用をめぐる問題は、 患者の個別性に配慮

5)

し、 多種多様な価値観の中で考えていかねばな

すると、 胃酸の逆流症状が再燃することも多く

らない。

治療への関心は決して低くないといえる。 対症的
かつ関心が低い薬物治療の例としては、 症状軽

医療者が抱く BZD に対する関心の多くは有害

快後の感冒薬や胃粘膜保護薬などがあげられる。

事象リスクにあるだろう。近年ではポリファーマシー

もちろん、 Fig. １に示した傾向がすべての人に当

という概念が注目されているが、 そうした背景の中

てはまるわけではなく、 そこには人それぞれ多様

で 潜 在 的 不 適 切 処 方 (potentially

な価値観が反映される余地がある。

inappropriate medications ： 以 下、 PIMs） と
いう考え方が浮き彫りになってきた。 潜在的不適

【BZD に対する価値認識】
Fig.1 を踏まえてあらためて BZD という薬剤の価

切処方とは、 今現在において有害事象や有害反

値 認識に注目したい。 BZD は不眠という主観的

方薬 剤 群のことであ る。 BZD は、 こうした PIMs

な症状に対する対症的な効果を期待する薬剤で

の代表的薬剤と言える。 実際、 PIMs を系統的に

ある。 一般に治療の個別性の高さは、 対症的か

ス ク リ ーニ ング するた め の ク ライ テ リ アの 多 く が

つ、 薬物治療に対する患者の関心が強いほど高

PIMs として BZD をあげ て い る 7) ～ 9)。 とはいえ、

くなる。 このことは関心相関性と呼ばれる概念で

BZD を処方している医師の立場からしても悪意や

説明で きる。 関心相関性とは、 あらゆる存 在や

意図的に不適切な処方を実行しようなどという臨

応が出ていないが、 潜在的にそのリスクが高い処
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床判断をしているわけではないはずだ。 患者に

研究において免疫系に影響を与えることが示唆さ

少しでも楽になってほしい、 そういう想いで処方し

れており 20) ～ 22)、 一部の催眠鎮静薬では感染症

ている。

の発症リスクを高めるのではないかという指摘もあ

一方で、 BZD を服用する患者の観点に立てば、

る 23)。 あるいは筋弛緩作用による誤嚥から、 肺

有効性に対する確固たる信念を抱いている人や、

炎発 症 リスク を 増 加させる 懸 念 も あ る。 さらに、

薬をやめることを恐れている人も少なくない

10),11)

。

BZD の長期投与がもたらす BZD 受容体のダウン

こうした人たちにとってみれば BZD は決してネガ

レギュレーションが認知症の発症リスク増加に寄

ティブな価値を有さない。

与する可能性も示唆されている 24)。 BZD と発癌リ

医療者、 患者双方が抱く BZD への様々な価値

スクについてもいくつかの報告 25) ～ 27) があり、 こう

観について、 何が正しい価値観であり、 何が誤っ

した有害事象が総じて死亡リスクの増加に関連し

た価値観であるかということを一義的に決定する

ている可能性が考えられる。

ことはで きない。 ここで挙げた様々な価値観は、
BZD に対する絶対的に正しい 価値 基準が存 在

【BZD と認知症】
Table 1 は BZD の使用と認知症発症リスクを報

するわけではないからだ。 抱いている価値の違

告した研究の結果を報告年別に並べたものであ

いは、 単に立場の違いや関心の相違に過ぎない

る。 2014 年までに報告されている研究によれば、

常に 「～にとっては正しい」 という仕方で存在し、

ともいえる

6),12),13)

。 したがって、 リスクばかりに関心

概ね BZD の使用で認知症発症リスクの増加が報

を向け、 BZD を不適切な薬剤、 と結論づけるの

告されていた。 ところが、 2015 年以降に報告され

はやや短絡的だろう。

て い る 研 究 結果 に は一貫性 が見 ら れ な くなる。
2015 年に報告された症例対照研究

【高齢者における BZD のリスク / ベネフィット】
高齢者における BZD の有効性を評価した質の

28）

ではむし

ろリスクが減少するという結果が報告されている。
BZD と認知症の関連性で指摘されて いるのが

高いエビデンスは限定的である。 60 歳以上の高

因果の逆転 （reverse causality） と呼ばれるもの

齢者を対象としたランダム化比較試験 24 研究の

である。 つまり、 BZD が原因で認知症が 発症し

14)

によれば、 プラセボに比べて、 総睡

ているのではなく、 認知症を発症する前段階にお

眠時間を 25.2 分 [95％信頼区間 12.8 分～ 37.8

ける精神症状に対して BZD が処方されている可

分 ] 延長し、 夜間覚醒回数を平均 0.63 回減少

能性があるということだ。 認知症前段階では抑う

[95％信 頼区間 0.48 回～ 0.77 回 ] させることが

つや無関心などの精神症状が頻発することが報

報告されている。 ただし、 本解析に含まれている

告されている 29),30)。 この段階で対症的に BZD が

のは 5 日から 9 週の研究であり、 長期的な有効

処方されると、 患者がそのまま認知症に進行した

性については不明である。 他方で、 本解析では

際に、 見かけ上、 BZD が認知症を引き起こして

プ ラ セ ボと 比 較して、 記憶 障 害が 4.78 倍 [95%

いるように観察される。 しかし、 これは認知症を

信頼区間 1.47 倍～ 15.47 倍 ]、 日中の倦怠感が

発症しやすい人で BZD の使用が多いということで

3.82 倍 [95％信頼区間 1.88 倍～ 7.80 倍 ]、 そ

あって、 必ずしも BZD の使用が認知症を引き起

れぞれ増加することが示されている。

こしているわけではない。

メタ分析

BZD の有害事象として、 筋弛緩作用や鎮静作
これはまた姿勢制御に影響をもたらすと考えられ

【BZD と骨折リスク】
Table 2 は BZD と骨折リスクの関連を報告した

る。 こうした理論的背景を 踏ま え れば、 BZD の

研究を報告年別に並べたものである。 BZD は姿

用があることはその薬理作用からも明らかであり、

15)

やそれに続く骨折のリ

勢制御に影響を与える薬剤であり、 転倒のリスク

16) ～ 19)

。 また BZD は実験的

ファクターであることは良く知られている 15)。 なお、

長期的な服用は、 転倒
スクを高めると言える
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Table 1 BZD と認知症リスクの関連を報告した疫学的研究

対象患者

報告年 研究デザイン
2012

コホート研究

2014

症例対照研究

2015

メタ分析

2015

症例対照研究

2016

コホート研究

2016

症例対照研究

2017

症例対照研究

比較対照

メタ分析

2015

2017

casecrossover
メタ分析

1,063 例 （平均 78.2 歳）

服用なし

[1.08 ～ 2.38]

カナダ在住の 66 歳以上の高齢者

BZD の

オッズ比 1.43

( 症例群 1,796 例、 対照群 7,184 例） 服用なし

[1.28 ～ 1.60]

観察研究 6 研究の登録患者

BZD の

リスク比 1.49

45,391 例 （平均 61.2 ～ 78.2 歳）

服用なし

[1.30 ～ 1.72]

英国に在住の 65 歳以上の高齢者

BZD の

オッズ比 0.69

( 症例群、 対照群ともに 26,459 例）

服用なし

[0.57 ～ 0.85]

米国ワシントン州在住で 65 歳以上の

BZD の

ハザード比 1.07

高齢者 3,434 人 ( 年齢中央値 74 歳） 服用なし

[0.82 ～ 1.39]

ドイツ在住の 60 歳以上の高齢者

BZD の

オッズ比 1.21

（例群 21,145 例、 対照群 84,580 例） 服用なし

[1.13 ～ 1.29］

スイス在住で認知症治療薬の服用を
開始した 1,438 例の症例群と、 同数

BZD の

オッズ比 0.78

服用なし

［0.53 ～ 1.14］

対象患者

比較対照

米国在住の 65 歳以上の高齢者

26123874 28)

26837813 34)

27567804 35)

28078633 36)

[95％信頼区間 ]

（PMID）

( 症例群 17,198 例、対照群 85,990 例） 服用なし

[1.10 ～ 1.22]

症例対照研究 19 研究、

BZD の

相対危険 1.25

コホート研究 6 研究の参加者

服用なし

[1.17 ～ 1.34]

韓 国 在 住 の 18 歳 以 上 の 12,859 例

BZD の

オッズ比 1.39

（平均 56.8 歳）

服用なし

[1.25 ～ 1.54]

症例対照研究 9 研究、 コホート研究

BZD の

相対危険 1.52

9 研究の参加者

服用なし

［1.37 ～ 1.68

2093166416)

2401351717)

2549284918)

2844859319)

て治療しないというのもまた、 骨折に繋がってしま

。

う可能性があるのだ。 あるいは寝たきりの患者で

高齢者において骨折を起こすとその予後は悪化
38)39)

26016483 33)

出典

相対危険 1.16

る外傷を、 約 10％で骨折を引き起こす

25208536 32)

結果

BZD の

37)

23045258 31)

BZD と骨折リスク

一般的に転倒を起こすと、 約 30％で医療を要す

することが報告されている

（PMID）

ハザード比 1.60

報告年 研究デザイン

2014

[95％信頼区間 ]

BZD の

Table 2

症例対照研究

出典

フランス在住の 65 歳以上の高齢者

の対照群

2010

結果

はどうだろうか。 こうした身体活動量が極度に低下

。 しかしながら、 高

した患者ではそもそも転倒を引き起こす可能性は

齢者の睡眠障害そのものが、 転倒の独立したリス

低い。 患者個別の背景を考慮すれば、 BZD は

クファクターとも言われている

40)

。 睡眠障害に対し

必ずしも注目すべき骨折のリスクファクターとは言
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究が報告されている (Table 3）。

えないケースもある。

とした 2011 年の研究

高齢者において、 介入可能な転倒の危険因子

42)

高齢者を対象

では明確な差は認めな

は、 多剤併用、 脱水、 糖尿病、 低 BMI、 ビタミ

かったが、 それ以降の研究 43) ～ 46) では肺炎発症

ン D 欠乏症、 歩行障害、 下肢筋力低下や疼痛、

や呼吸器アウトカムの悪化が報告されている。 と

歩行補助装置の使用、 せん妄やうつ病などの精

はいえ、 加齢そのものが肺炎のリスクファクターで

神疾患、めまい、パーキンソン病、末梢神経障害、

ある

聴覚や視覚などの感覚障害、 飲酒、 貧血、 不整

認知症患者を対象としているが、 認知症そのもの

脈、 不適切な履物、 低血圧、 下部尿路症状など

が誤嚥性肺炎の大きなリスクファクターである 48)。

47)

。 ま た、 2017 年 のコホート 研 究 45) では、

多岐にわたる 41)。 骨折リスクのリスクファクターとし

高齢者における誤嚥性肺炎のリスクファクターに

て BZD のみに関心を向けるのではなく、 それ以

は、 嚥下機能の低下や、 脱水、 認知症などを挙

外のリスクファクターについても考慮する必要があ

げることができる 49)。 肺炎球菌ワクチンの接種は

るのだ。そして、BZD 以外のリスク因子にもアプロー

肺炎球菌性肺炎の予防にある程度有効かもしれ

チが可能であるのならば、 そこから介入しても良い

ないが 50)、 高齢者が引き起こし得る肺炎の多くは

はずである。 このようにリスクファクターに対する視

誤 嚥性 肺炎である 51) ～ 53)。 したがって、 高齢 者

野を広げることで、 状況によっては 「BZD を飲み

肺炎は様々な病態が引き起こす身体 機能低下の

たい」 という患者の想いや価値観を否定せずに、

一症状がもたらす感染症と考えても良いかもしれ

転倒 ・ 骨折リスクの低減を図ることも可能になる。

ない。
以上を踏まえれば、 BZD は肺炎に対する唯一

【BZD と肺炎リスク】

のリスクファクターではなく、 その一つとして捉えて

催眠鎮静作用を有する BZD は、 誤嚥による肺

いくことが肝要であり、 肺炎リスクの高い患者、 そ

炎リスク増加の懸念があり、 いくつかの疫学的研

うでない患者で、 BZD に対する臨床判断も多様

Table 3 BZD と肺炎リスク

対象患者

報告年 研究デザイン

65 ～ 94 歳の地域在住高齢者
2013

症例対照研究 ( 症例群 1,039 例、対照群 2,022 例、
年齢中央値 77 歳 )

2014

コホート研究

カナダ在住で 66 歳以上の慢性閉塞

服用なし

[0.80 ～ 1.47]

BZD の

相対危険 1.45*
[1.36 ～ 1.54]

服用なし

[1.13 ～ 1.20]

フィンランド在住のアルツハイマー型

BZD の

ハザード比 1.22

認知症患者 49,484 人 （平均 80 歳）

服用なし

[1.05 ～ 1.42]

BZD の

オッズ比 1.31

服用なし

[1.18 ～ 1.26]

台湾在住の慢性腎臓病患者
2017

オッズ比 1.08

オッズ比 1.16

症例対照研究 ( 症例群 51,029 例、 対照群 188,391

コホート研究

BZD の

BZD の

例、 平均 77 歳 )
2017

結果
[95％信頼区間 ]

性疾患患者 97,830 例（平均 76.7 歳） 服用なし
米国在住の 65 歳以上の高齢者

2016

比較対照

症例対照研究 ( 症例群 4,533 例、対照群 16,388 例、
平均 70 歳）

出典
（PMID）
22091503 42)

24743966 43)

27459656 44)

28396328 45)

28692645 46)

* アウトカムは肺炎ではなく呼吸器症状の増悪
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誤嚥リスクが高い患者ではその使用は控えた方

【終わりに】
Fig.2 に示したのは、 BZD の長期的な使用で

が良いかもしれないし、 誤嚥リスクがそれほど高く

リスクが増加しうる有害アウトカムである。 しかしそ

なく、 また BZD の効果がしっかり実感できている

の背景には患者個別に様々な因子が複雑に関与

のであれば、 肺炎リスクの懸念を理由に、 その服

している。 そもそも加齢そのものが、 こうしたアウト

用を中止しなくても良いかもしれない。 ただし、 い

カム発症の大きなリスク因子であろう 47)58) ～ 60)。 目

ずれ身体機能が低下していった時にリスクが増加

の前の患者に対して、 リスクを減らすためにどのよ

する可能性も踏まえて、 長期的なフォローをする、

うな因子を優先的に考慮していくべきかと問うた時

というような判断もできよう。

に、 必ずしも BZD を優先的に中止しなくても良い

性を帯びてくる。 例えば、 認知症を発症しており、

可能性が垣間見えてくる。 患者個別の背景を深く

【BZD と発がん、死亡リスク】
BZD 使用と発がんリスク 25) ～ 27) および死亡リスク
54） ～ 56）

考察する中で浮き彫りとなって行くもの、 これこそ
が BZD の適正使用とは言えないだろうか。 少なく
とも、 BZD の減量、 あるいは中止を決定すること

増加の関連については、 複数の研究が

だけが適正使用の目的ではないはずだ。

報告されている。 Pottegård らによって 2013 年に
26)

では、 特に肝臓が

これまで示したとおり、 BZD の長期的な有害事

ん （ 調 整 オ ッズ 比 1.81[95 ％ 信 頼 区 間 1.18 ～

象は、 そのリスクが曖昧であるか、 リスクがあった

2.80]） や食道癌 （調整オッズ比 1.43[95％信頼

としても患者の個別の状況を考えれば、 必ずしも

区 間 1.01 ～ 2.02]）、 胃 が ん （ 調 整 オ ッ ズ 比

BZD のみをリスクファクターとして取り上げなくても

1.40[95％信頼区間 1.05 ～ 1.88]） のリスク増加

良いケースが存在する。 リスクの曖昧性に注目す

が目立つ。 一方で、 Iqbal らの 2015 年の症例対

ることや、 他のリスクファクターまでも視野に入れ

報告された症例対照研究

27)

では胃がんの発症リスクに有意差を認め

ることは、 BZD を止めたくない、 という患者の 想

ず （オッズ比 1.12[95％信頼区間 0.97 ～ 1.28]）、

いを否定せずに、 有害事象の発症リスクを低減さ

BZD がどのようながん種で問題になるかについて

せる可能性を孕んでいる。

照研

とはいえ、 本来であれば BZD の短期的な使用

は研究結果に一貫性がない。
2013 年に Jaussent らに よって 報 告された、 65

が望ましいに越したことはない。 安全な試用期間

歳以上の高齢者 6696 人を対象としたコホート研

に関して明確な基 準はないものの、 2 ～ 4 週間

では、 補正する交絡因子の数が増えるほど、

の使用であれば、 比較的安全だとされている 61)。

BZD を 含む催眠鎮静薬の使用と死亡リスクの関

１か月の使用で約半数がベンゾジアゼピン依存を

連に明確な差が出なくなっていくことが示されてい

きたしていたと言う報告

る。また 2017 年に Patorno らによって報告された、

以内の使用に留めたいことも確かである。 できる

究

54)

57)

62)

もあり、 できれば４週間

では BZD

限り長期漫然投与に至らないよう、 ベンゾジアゼ

使用者の死亡に対するハザード比は BZD 使用な

ピンのリスクとベネフィットについて、 医療者及び患

しと比べて 1.00 ［95％信頼区間 0.96 ～ 1.04］ と

者の共通認識をあらかじめ構築しておく必要はあ

いう結果になっている。

るだろう。

約 250 万人を解析したコホート研究

発がんや死亡というアウトカムは、 複数の要因が

薬剤を適正に使う、 とはある種の正義をまとって

密接に関わっており、 BZD と発がん、 死亡との関

いるように思えるが、 高齢者において、 BZD を中

連に存在する交絡因子の数は少なくない。 従っ

止しようがしまいが、 転 倒や骨折、 肺炎、 がん、

て BZD と、 発がん、 死亡リスクの因果関係を決

認知症などのイベントは発症しうる。 仮に、 イベン

定づけることは観察研究の結果からでは困難とい

トが発生してしまったとき、 医療者、 患者はどのよ

える。

うな想いを抱くのだろうか。 イベントが 発生してし
まったけれど、 後から振り返った時に、 臨床判断
Vol.9 No.2 (2018)

- 31 アプライド・セラピューティクス学会の許可なく本誌の転載・転用を禁止します。

加齢
糖尿病など
の慢性疾患
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がん25)
〜27)

ＢＺＤ
肺炎42)〜46)
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〜36)
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BZD で増加しうる有害アウトカムとその背景因子

Value Health. 2011 ; 14:513-20.

をめぐる確かなプロセスが残っていたとしたら、 そ
のプロセスこそが医療者、 患者、 双方の救いとな

3) Briesacher BA, Andrade SE, Fouayzi H,

ると同時に、 このプロセスそのものが薬剤の適正

et al: Comparison of drug adherence
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＜一般論文＞

臨床薬物動態パラメータに関する情報源としての承認審査情報
の有用性の評価
Evaluation of usefulness of the information for approved products
as a source of data on clinical pharmacokinetic parameters

川名 純一、 高橋 晴美
Junichi Kawana, Harumi Takahashi

明治薬科大学 薬剤学
〒 204-8588 東京都清瀬市野塩 2-522-1

Summary
Knowledge of the basic clinical pharmacokinetic parameters of prescription drugs is
necessary in order to ensure that patients with various forms of organ impairment,
such as hepatic dysfunction and renal dysfunction, receive the optimal treatment.
Therefore, we have evaluated the usefulness of the information for approved products
(the review reports of new drugs and submitted application documents) as a source
of data on clinical pharmacokinetic parameters such as bioavailability (F), the
amount of unchanged drug excreted into urine (Ae), volume of distribution (Vd),
total clearance (CLtot), unbound fraction in plasma (fup), and the blood to plasma
drug concentration ratio (B/ P). We searched the values for basic clinical
pharmacokinetic parameters of 37 new drugs with 38 new active ingredients
approved in fiscal 2016 from the information for approved products shown on the
home page of the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), and tried
to identify the factors determining the clinical pharmacokinetic parameters. It was
found that the information for approved products were a useful source of information
where clinical pharmacokinetic parameters were clearly listed, regardless of the
disease field. We reconfirmed that the unbound fraction in plasma (serum) was an
essential parameter for clarifying the factors determining the pharmacokinetic
characteristics. Medical personnel need to consider dosage adjustment for patients
with organ dysfunction after attaining a full grasp of the clinical pharmacokinetic
parameters from the information for approved products.
Vol.9 No.2 (2018)
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抄録
肝機能障害や腎機能障害をはじめとした臓器機能障害患者が最適な薬物治療を受けるために
は、 医薬品の臨床薬物動態の基本的パラメータが必要である。 そこで、 臨床薬物動態の基本
的パラメータ （バイオアベイラビリティ （F）、 未変化体尿中排泄率（ Ae）、 分布容積 （Vd）、 全
身クリアランス （CLtot）、 血漿中非結合形分率 （fup）、 全血液中総薬物濃度 / 血漿中総薬物
濃度比 （B/P）） の情報源としての承認審査情報 （審査報告書及び申請資料概要） の有用性に
ついて評価を行った。 2016 年度に製造販売承認された新有効成分含有の 37 医薬品（38 成分）
について、 医薬品医療機器総合機構 （PMDA） のホームページにて、 承認審査情報を確認し、
臨床薬物動態の基本的パラメータを収集し、 当該パラメータの決定因子の特定を試みた。 その
結果、 承認審査情報には、 臨床薬物動態の基本パラメータ値がまとまって記載されており、 疾
患群によらず有用な情報源であることが確認できた。 薬物動態学的特徴の決定因子を明らか
にするためには、 血漿 （血清） 中非結合形分率 （fup） が必須のパラメータであることが再確認
された。 医療関係者は、 承認審査情報から臨床薬物動態の基本パラメータを適切に把握した
上で、 臓器機能障害患者に対する投与量調整を検討する必要があると考える。

Keywords: clinical pharmacokinetic parameters, information for approved products,
review reports of new drugs, submitted application documents,
organ impairments, unbound fraction in plasma
臨床薬物動態パラメータ、 承認審査情報、 審査報告書、 申請資料概要、
消失臓器障害患者、 非結合形分率

(Received; November 7, 2017, Accepted; January 15, 2018)
(Corresponding author: jun-jun@brown.plala.or.jp)

１．目的
医 薬 品 を 臓 器 機 能 障 害 患 者 等 の Special

リアランス （以下、 CLtot）、 血漿 （血清） 中非結

population に対して投与する際の投与量 調 節の

血漿 （血清） 中総薬物濃度比 （以下、B/P）） （以

基準は、治験等で得られた臨床薬物動態 （以下、

下、 CPK パラメータ） は、 主に血中総薬物濃度

CPK） 及び有効性 ・ 安全性のデータをもとに医

の測定値をもとに構成されているが、 特に、 血液

薬品の製造販売承認申請後の審査の過程にて

中蛋白との結合率が高い （fup が 20％未満） （以

検討される。 その審査結果に基づき、 投与量調

下、 binding sensitive） 医薬品においては、 血中

節の基準は、 添付文書の用法及び用量の項若し

総薬物濃度の変化と効果 ・ 副作用を引き起こす

くは用法及び用量に関連する使用上の注意の項

血中非結合形薬物濃度の変化が大きく乖離する

に規定されている。 治験等から得られる CPK の

可能性を有している 1), 2), 3), 4)。 医療関係者が個々

基本パラメータ （バイオアベイラビリティ （以下、F）、

の患者の病態等に応じた適切な投与量及び投与

静脈内投与 （以下、 iv） 後の未変化体尿中排泄

間隔を設定して適正な薬物治療を行うためには、

率 （以下、 Ae）、 分布容積 （以下、 Vd）、 全身ク

添付文書の注意喚起のみならず、 血中総薬物濃

合形分率 （以下、 fup）、 全血液中総薬物濃度 /
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度と血中非結合形薬物濃度の両者の変化を的確

した。 なお、 抗悪性腫瘍薬では成人のがん患者

に把握する必要があり、 そのためには、 CPK パラ

を対象とした試験成績からも CPK パラメータを収

メータに基づく考察が必要である。

集した。

医療関係者が必要な CPK パラメータを把握可

血中総薬物濃度の対数値の時間推移が 1 相性

能な情報源として、 製造販売承認申請者（ 製薬

を示すか、 2 相性以上の推移を示すかによって、

会社） が独立行政法人医薬品医療機 器総合機

Vd が表現する内容が異なるため、 治療が行われ

構 （以下、 PMDA） に提出した申請資料概要及

る状況における血中総薬物濃度の動きに主に関

び製造販売承認にあたり PMDA が作成した審査

与する Vd （Vd β、 Vdss 等） を採用した。 CLtot

報告書 （以下、 両者をあわせて、 承認審査情報）

の記載がなく投与量 （以下、 Dose） と血中濃 度

1)

曲線下面積 （以下、 AUC） 値のみの記載に留ま

が特定の疾患領域 （抗不整脈薬 、 脂質異常症
2)

3)

及び抗悪性腫

る場合には、 Dose/AUC から CLtot を算出した。

瘍薬 ） において有用であることが報告されてい

また、 fup は血漿 （血清） 中蛋白結合率 （％） と

る。

して報告されている場合には、 100％からの差とし

治療薬 、 関節リウマチ治療薬
4)

本研究では、 CPK パラメータの収集及び腎機

て算出した。 なお、 Vd 及び CLtot が体重あたり

能 障 害 患 者 や 肝 機 能 障 害 患 者 等 の Special

若しくは体表面積あたりで表記されている場合に

Population に対する投与量調整を検討 する際の

は日本人の平均体重及び平均体表面積

6)

に近い

2

情報源としての承認申請情報の有用性を、 疾患

体重 60kg 及び体表面積 1.6m により、 補正 （標

領域 を限定せ ずに評 価する こととした。 さらに、

準化） して用いた。

血漿 （血清） 中非結合 形薬 物濃度の変化を決

また、 血管外投与時のデータのみが公表されて

定している因子を特定するとともに、 医薬品の消

いる場合、 CPK パラメータ値に相当する値は、 そ

失経路と消失臓器障害患者に対する添付文書に

れぞれ、 Vd/F、 CLtot/F、 Ae ・ F となり、 iv 投与

おける注意喚起の設定状況について考察すること

することにより得られる Vd、 CLtot、 Ae と異なる。

とした。

市販されている製剤が血管外 投与製剤であって
も、 iv 投与によって得られたパラメータ値が存 在

２．研究方法
１） 調査対象医薬品及び調査対象資料

する場 合にはそれ を第 1 選択とし、 血管外 投与
後のパラメータのみが得られて いる医薬品で、 F
値が報告されている場 合は、 その F 値を用いて

2016 年度に製造販売承認 （以下、 承認） され

Vd、 CLtot、 Ae を算出した。

た医薬品のうち、 新有効成分含有医薬品 （血液
製剤、 診断薬を除く） を対象とした。 また、 調査

血管外投与による F は、 原則として同一被験者

対象資料は、PMDA の 「医療用医薬品情報検索」

に おける iv 投与 に よって 得 ら れた AUC （以下、

5)

において公開されて いる 2016

AUCiv） と血管外投与によって得られた AUC （例、

年度に承認された医薬品の審査報告書、 申請資

経口 （以下、 po） 投与の場合、 AUCpo） の比か

料概要及び添付文書とした（2017年 7月1日閲覧）。

ら算出された値を採用した。

のホームページ

また、 腎クリアランス （以下、 CLR） 値が測定さ
２） 調査対象資料からの CPK パラメータの収集基準

れている場合はその値を用いた。 CLR が測定さ

2016 年度に承認された医薬品の承認審査情報

れていないが、 CLtot ・ Ae の関係式で計算で き

からの CPK パラメータの収集にあたっては、 血中

る場 合はその計算値をあてた。 本論文では、 低

総薬物濃度及び血中非結合形薬物濃度の決定

分子医薬品の腎外クリアランス （以下、 CLeR） は

因子を明らかにすることを目的としているため、 原

CLtot と CLR の差の値 （CLtot - CLR） をあて、

則として、 健康成人に医薬品を iv 投与することに

その値を肝クリアランス （以下、 CLH） であると仮

より得られるパラメータ （Vd、 CLtot、 Ae） を収集

定した。
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なお、 抗体医薬品は 「バイオ テクノロジー応用

て全血液中総薬物濃度における CPK パラメータ

7)

に変換した。 B/P 値が報告されている場合には、

に従い、 抗体医薬品の代謝経路に関する試験は

血漿 （血清） 中総薬物濃度を用いて算出されて

行われて いないものの、 抗体医薬品の消失は、

いる CPK パラメータ値 （CLy(p)、 Vd(p)） を全 血

内因性免役グロブリンと同様に、 リンパ管、 脾臓、

液 中 総 薬 物 濃 度 に 基 づ く CPK パ ラ メ ー タ 値

肝 臓、 骨 髄、 副 腎 皮質 等 の 細 網 内 皮 系 組 織

（CLy(b)、 Vd(b)） に変換し、 全血液中総薬物濃

（reticuloendothelial system、 以下、 RES） にて貪

度及び血漿 （血清） 中非結合 形薬物濃度の変

食され加水分解し消失することが知られていること

化を規定している要因を正確に評価することが可

から、 抗体医薬品のクリアランスは RES におけるク

能とした（図 1、ステップ 2）。 次式によって変換した。

医薬品の非臨床における安全性評価」 について

リアランスに相当し、 本論文では CLX と表記した。
CLy(b) = CLy(p)/(B/P)

医薬品の開発段階で行われる臨床試験におけ

Vd(b) = Vd(p)/(B/P)

る血中薬物濃度の測定は、 血漿 （血清） 中総薬
物濃度を対 象に行われている場 合がほとんどで

また、 血球中総薬物濃度と血漿 （血清） 中総

ある。 しかし、 体内において多くの医薬品は血液

薬物濃度との比 （以下、 Bc/P） 又は血球移行率

中の血漿以外の血球にも分布し、 全身循環の全

の値の場合には、 次式を用いて B/P 値への変換

血液を介して効果発現部位や消失臓 器 （Y） 等

を行った。 Hc はヘマトクリット値を示す。 本論文

に運搬されるため、Vd 及び臓器クリアランス（以下、

では簡略的に Hc = 0.5 とした。

CLy） の決定因子に関する検討は全血液中総薬
物濃度から算出された CPK パラメータを用いる必

B/P = Hc ・ {(Bc/P) − 1} ＋ 1

要がある。 そこで、 血漿 （血清） 中総薬物濃度

B/P = (1 − Hc) / (1 −血球移行率 )

から算出された CPK パラメータを、 B/P 値を用い

図 1. CPK パラメータの特徴付け及び血中薬物濃度の決定因子の特定の流れ
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３） CPK パラメータの特徴付け及び血中薬物濃度

で は 1200 mL/min、 肝 臓 で は 1600 mL/min を

の決定因子の特定方法

用いた。
Ey の値から決定因子を推定した。

収集した CPK パラメータの特徴付け及び血中薬
物濃度の決定因子の特定は図 1 に示す４ステッ

Ey ＜ 0.3 ： CLy = fup ・ CLinty

プにて実施した。 その詳細を以下に示す。

0.3 ＜ Ey ＜ 0.7 ： CLy = CLy
Ey ＞ 0.7 ： CLy = Qy

① ステップ１ ： 消失臓器の特定及び臓器クリアラ
ンス （CLy） 値の推定

CLinty は臓器 Y における医薬品の固有クリアラ

消失 臓 器 の特定は、 iv 投与 後の Ae を用いて

ンスである。 なお、 CLy = CLy は、 臓器クリアラ

行った。 Ae が 0.7 以上の場 合、 投与量 の 70％

ンス値を鋭敏に変動させる因子を有していないこと

以上が腎排泄によって消失するため、 CLtot を以

を示す。 なお、 本論文では臓器クリアランス CLy

下の式で表し、 腎排泄型とした。

は、 医薬品の消失 臓 器 Y までの運搬 過程が律
速となる血流速 度依存性であるか、 消失 臓 器 Y

CLtot ≒ CLR

における消失過程が律速となる消失能依存性で
また、 Ae が 0.3 未満の場合、 70％以上が腎排

あるかに大きく分類し評 価した。 po 投与製剤に

泄以外、 ここでは肝消失と仮定し、 CLtot を以下

おける経口クリアランス （以下、 CLpo） を決定して

の式で表し、 肝消失型とした。

いる因子の推定は以下の考察により行った。 肝消
失型の医薬品が po 投与され、 F ＞ 0.7 である場

CLtot ≒ CLH

合、 F = Fa ・ Fg ・ Fh であることから、 Fh ＞ 0.7 と
なる。 そのため、 肝抽出率 EH ＜ 0.3 と推定する

一方、 Ae が 0.3 ～ 0.7 の場 合には、 腎排 泄と

ことができ、 CLH は消失能依存性の特徴を示す

肝 消 失 の 両 方 に よ り 医 薬 品 が 消 失 す る た め、

と推 定 で きる。 Fa、 Fg、 Fh はそ れ ぞれ、 po 投

CLtot を以下の式で表し、 中間型とした。

与後の小腸上皮細胞への吸収率、 小腸上皮細
胞での消失回避率、 肝臓における消失回避率を

CLtot ＝ CLR ＋ CLH

示 す。 CLtot/F が po 投 与 時 に 得 ら れ る 場 合、
CLtot/F を CLpo と 特 に 呼 び、 AUCpo と CLpo

Ae の大きさにより主な消失臓 器を特定するとと

の関係は以下のように表される。

もに、 腎クリアランス （以下、 CLR） 値及び肝クリ
アランス （以下、 CLH） 値を収集若しくは Ae 値

AUCpo = Dose/CLpo

と CLtot 値から算出した。

CLpo を決定している因子は以下のように考察し
② ステップ 2 ： 臓器抽出比 （Ey） の推定及び臓

た。 主 に 肝 消 失 する 場 合、 肝 抽 出 率 （ 以 下、

器クリアランス （CLy） を決定している因子の推定

EH） の大きさに関係なく、以下の式で特定される。

CLy を決定している因子の推定は以下の考察に
より行った。 血流によって運ばれてきた薬物濃度

CLpo = fup ・ CLintH/Fa

の臓器 Y を通過することによって引き起こされる低
主に腎排泄により消失している場合、 腎抽出率

下度（ 臓器抽出比 （以下、 Ey）） を推定する。

（以下、 ER） の値に従って、 以下の式で特定され
Ey = CLx(b)/Qy

る。

Qy は臓器 Y を通過する血流速度である。 腎臓

ER ＜ 0.3 ： CLpo = CLR/Fa = fup ・ CLintR/Fa
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ある。 これは、 CLH(p) 値が 240 mL/min より小さ

0.3 ＜ ER ＜ 0.7 ： CLpo = CLR/Fa

い場合である。 また、ER ＜ CLR(p)/0.5/1200 = 0.3
この場合、 腎クリアランス値を鋭敏に変動させる

となる場合も、 消失能依存性であることは明らかで

因子を有していないので、 CLR と表現しておく。

ある。 これは、 CLR(p) 値が 180 mL/min より小さ
い場合である。 同様に Vd ついて考えると、 Vd(b)

ER ＞ 0.7 ： CLpo = CLR/Fa = QR/Fa

＜ Vd(p)/0.5 = 20 L となる場合には、 主に、 細胞
外液に医薬品は分布していることは明らかであり、

腎排泄と肝消失の両経路で消失する場 合、 以

Vd(b) = Vp とした。 これは、 Vd(p) 値が 10 L より小

下の式で特定される。

さい場合である。

CLpo = (CLR + fup ・ CLintH)/Fa
		ER ＜0.3 ： CLpo = fup ・ (CLintH + CLintR)/Fa

④ ステ ップ 4 ： 血中 非 結 合 形 分 率 の 確 認 及び

		 0.3 ＜ ER ＜0.7： CLpo = (fup ・ CLintH + CLR)/Fa

CLyf、 CLpof 及び Vdf の決定因子の特定
血中総薬物濃度によって定義される CLy、 CLpo

		 ER ＞ 0.7： CLpo = (fup ・ CLintH + QR)/Fa

及び Vd の変化率と非結合形薬物濃度によって定
皮下 （以下、 sc） 又は筋肉内 （以下、 im） 投与

義される臓器クリアランス （以下、 CLyf）、 経口クリ

の場合は、 初回通過効果がないため以下の関係

アランス （以下、 CLpof）、 分布容積 （以下、 Vdf）

式を用いた。

の変化率は、 fup の変化率が大きいほど両者の乖
離が大きくなり、 また、 fup の変化率は fup の絶対

CLtot/F = CLtot/Fa

値が小さいほど大きくなるという特徴を有する。 その

AUCsc = Fa ・ Dose/CLtot

ため、 血中総薬物濃度によって定義される CLy、

AUCim = Fa ・ Dose/CLtot

CLpo 及び Vd の変化率と血中非結合形薬物濃度
によって定義される CLyf、 CLpof 及び Vdf の変化

③ ステップ 3 ： 分布容積 （Vd） を決定している因

率の乖離が無視できない条件として fup が 20％未

子の推定

満の場合とし、 その条件を満たす医薬品について

Vd を決定している因子の推定は以下の考察に

は、 CLyf、 CLpof 及び Vdf の決定因子を特定す

より行った。

る こ と と し た。 な お、 fup ＜ 20 ％ を binding
sensitive、 fup ≧ 20 ％ を binding insensitive と し、

Vd(b) ＜ 20 L ： Vd = Vp

binding insensitive の特徴を有する医薬品では fup

20 L ＜ Vd(b) ＜ 50 L ： Vd = Vd

の寄与は小さいため、 CLyf、 CLpof 及び Vdf の決

Vd(b) ＞ 50 L ： Vd = (fuB/fuT)VT

定因子とならない。
CLyf、 CLpof、 Vdf の 決 定 因 子 は、 血中 総 薬

Vp、 VT、 fuT は、 そ れ ぞれ、 細 胞 外 液 容量、

物濃度によって定義された CLy、 CLpo、 Vd の決

細胞内液容量、 医薬品の細胞内非結合形分率で

定因子から、 次式を用いて推定した。

ある。 尚、 Vd = Vd は、 分布容積値を鋭敏に変動
させる因子を有していないことを示す。

CLyf = CLy/fup

CLy 及び Vd を決定している因子の推定に際し、

CLtotf = (CLR + CLH)/fup

B/P 値の報告値がない場合には以下の推定も加

CLpof = CLpo/fup

えた。 Hc 値を 0.5 と仮定すると、 医薬品が血球に

Vdf = Vd/fup

分布していない場合に B/P 値は 0.5 となり、 医薬
品が血球に分布すればするほど B/P 値は 0.5 より

４） 調査対象医薬品の消失臓器障害患者を対象

大きくなる。そのため、EH ＜CLH(p)/0.5/1600 = 0.3

とした臨床薬物動態試験及び非臨床薬物動態試

となる場合は、 消失能依存性であることは明らかで

験の実施状況の確認
Vol.9 No.2 (2018)

- 42 アプライド・セラピューティクス学会の許可なく本誌の転載・転用を禁止します。

2016 年度に承認された医薬品の承認審査情報

は、 抗悪性腫瘍薬が 9 品目 （24％）、 精神神経

（審査報告書及び申請資料概要） に記載された

用薬、 内分泌代謝用薬及びアレルギー ・ 免疫用

医薬品の消失臓器障害患者を対象とした臨床薬

薬がそれぞれ 5 成分 （13％）、 感染症治療薬及

物動態試験、 薬物代謝 酵素に関する非臨床試

び 循環器用薬がそれ ぞれ 4 成分 （11％）、 その

験、 トランスポータに関する非臨床試験等の実施

他が 6 成分 （16％） であった。

状況を確認した。
２） 承認 審査 情 報 （審査報告書及び申請資料
概要） における CPK パラメータの記載状況

５） 調査対象医薬品の血中薬物濃度の決定因子

調査対象医薬品の承認審査情報 （審査報告書

の特定状況を踏まえた添付文書における注意喚

及び申請資料概要） から収集した CPK パラメー

起の設定状況

タ値を投与経路別に表 1 に示した。

2016 年度に承認された医薬品の添付文書にお
ける医薬品の消失臓 器障害患者を対象とした禁

また、 承認審査情報 （審査報告書又は申請資

忌、 用法 ・ 用量に関連する使用上の注意、 慎重

料概要） における記載率を疾患領域別の報告値

投与等の設定状況を確認した。

とともに 表 2 に 示した。 iv 投与 後の Vd （推定値
を含む）、 CLtot （推定値含む） 及び血管外投与

３．結果
１） 調査対象医薬品の概要

後の F （推定値を含む、 iv 投与は 100％として集
計） は 28/38 成分 （73.7％） で記載されていた。

2016 年度に承認された医薬品 112 品目のうち、

iv 投与 後 の Ae、 fup 及び B/P はそ れ ぞ れ 18、

調査対象とした新有効成分含有医薬品 （血液製

26、 19/38 成 分 （47.4、 68.4、 50.0 ％） で 記 載

剤、 診断薬を除く） は 37 品目 （38 成分） （以下、

されていた。 そのうち、 F 値を用いて算出した推

調査対象医薬品） であった。 調査対象医薬品の

定値 は 及び Ae 、 Vd、 CLtot はそ れ ぞれ 9、 7、

うち、 iv 投与製剤は 7 品目 （7 成分）、 sc 又は im

7/38 成分であった。 なお、 抗体医薬品では、 「バ

投与製剤は 7 品目 （7 成分） であった。 このうち、

イオテクノロジー応用医薬品の非臨床における安

抗体製剤は 9 品目 （9 成分）、 酵素製剤は 1 品目

全性評価」 について （平成 24 年 3 月 23 日付け

（1 成分） であった。 調査対象医薬品のうち、 po

厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知、 薬

投与製剤は 23 品目 （24 成分） であり、 このうち

食審査発 0323 第 1 号 ) 6) に基づき、 抗体医薬品

消化管吸収のない製剤が 1 品目 （1 成分） あった。

の分布、 排泄経路等に関する検討は行われてい

また、 調査対 象医薬品である 38 成分の薬効群

なかったため、 抗体医薬品、 酵素製剤及び吸収

表 1． 調査対象医薬品の承認審査情報 （審査報告書及び申請資料概要） から収集した CPK パラメータ値
投与
経路

静
脈
内
iv

販売名

一般名

F

Ae
(%)

Vd
(L)

CLtot
(mL/min)

fup
(%)

B/P

イデルビオン
静注用
カイプロリス
点滴静注用
キイトルーダ
点滴静注
エムプリシティ
点滴静注用
ザルトラップ
点滴静注
パーサビブ
静注透析用
プリズバインド
静注液

アルブトレペノナコグ
アルファ（遺伝子組換え）

－

ND

0.5

570

ND

ND

カルフィルゾミブ

－

0.5

13.3

1983

3.1

0.41-0.62

－

ND

4.6

122

ND

ND

－

ND

3.9

470

ND

ND

－

ND

4.4

0.46

ND

ND

エテルカルセチド塩酸塩

－

28.4

#

110

93.3

48-58

0.5-0.56

イダルシズマブ
（遺伝子組換え）

－

24.5

6.2

37

ND

ND

ペムブロリズマブ
（遺伝子組換え）
エロツズマブ
（遺伝子組換え）
アフリベルセプトベータ
（遺伝子組換え）
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皮
下
sc

モゾビル皮下注

プレリキサホル

ND

71
(sc)

38
(sc)

プラルエント
皮下注

アリロクマブ
（遺伝子組換え）
イキセキズマブ
（遺伝子組換え）
ブロダルマブ
（遺伝子組換え）
コリオゴナドトロピン
アルファ（遺伝子組換え）

53

ND

2.2

33.1

ND

2.3

30.1

ND

2

38

ND

6.7

27

ND

4.1

トルツ皮下注
ルミセフ皮下注
オビドレル皮下注

筋
肉
内
im

アーウィナーゼ
筋注用
シグニフォー
LAR 筋注用

クリサンタスパーゼ

*

*

*

*

*

ゲンボイヤ配合錠

<40

アイクルシグ錠

ポナチニブ塩酸塩

ND

＜1
(po)

1410
(po)

フォロデシン塩酸塩

19.5

91

239.7

イキサゾミブ
クエン酸エステル

58

リンゼス錠

リナクロチド

$

14

5.5

***

ND

2200

*$

45.7

*$

5.2

ND

*$

$

**$

ND

$

ND

ND

*

ND

ND

*

ND

ND

5.2

ND

ND

*

ND

ND

*

12

0.5-0.7

*$

46.8

ND

0.47

0.94-0.99

68-99.8

ND

2.5

エルビテグラビル／コビ
シスタット／エムトリシ
タビン／テノホビル ア
ラフェナミドフマル酸塩

$

*

0.05

100

7.6

0.56-0.63

0.09

*

$

*

42

0.06

パシレオチドパモ酸塩

ムンデシン
カプセル
ニンラーロ
カプセル

経
口
po

$

74.5
(sc)

74.5

93.8

33
(po)
105
39

$

**$

1.32

ND
$

0.87-2.8

ND

ND

*$

*

スインプロイク錠

ナルデメジントシル酸塩

ND

20
(po)

155
(po)

144
(po)

5.8-6.8

0.58-0.6

ブリリンタ錠

チカグレロル

36

0.06

87

236.5

0.5

0.59

ウプトラビ錠

セレキシパグ

49.4

0.38

11.7

298

1.1-1.3

0.56-0.58

ジャクスタピッド
カプセル

ロミタピドメシル酸塩

7

0

1126

598

0.18

ND

*
*

*
*

オクノベル錠

オクスカルバゼピン

99

7.8

ビムパット錠

ラコサミド

97

39.7

テクフィデラカプ
セル

フマル酸ジメチル

ND

＜0.1
(po)

インチュニブ錠

グアンファシン塩酸塩

81.1

ナルサス錠

ヒドロモルフォン塩酸塩

24

ビラノア錠

ビラスチン

オテズラ錠

アプレミラスト

$

60.7

$

73.2

50

$

$

7.9
66

632

$

$

*$

3.9
1.7
(po)
8.3
(po)

*$

39.4

$

ND
6.3

$

438
24.4

$

**$

リフキシマ錠

リファキシミン

ND

グラジナ錠
エレルサ錠

グラゾプレビル水和物
エルバスビル
ダクラタスビル塩酸塩／
アスナプレビル／
ベクラブビル塩酸塩

17
32.4

0.05
(po)
0
0

66.1

0.08

アルテメテル／
ルメファントリン

ND

＜0.1
(po)

ND

アルテメテル／
ルメファントリン

ND

＜0.1
(po)

ND

リアメット配合錠

565
121
35.7

$

55.1-66.1

ND

28.4

$

1.25

*$

70-76

ND
ND

32.7

ND

547
(po)
668
95.8

ND

*

0.77

10-15.8

ND

カルグルミン酸

*

**$

169

カーバグル分散錠

0.83

$

203
1.37

*

93.9

$

1038
(po)
5780
(po)

ND

*$

ND
414

33

$

87

デスロラタジン

ジメンシー配合錠

38.3

3897
(po)
3300
(po)

デザレックス錠

$

1947

*$

*

$

13-17

0.68-0.89

ND

0.67-0.85

*$
*$

32.5-38

ND

1.2-1.7
＜0.1

0.63-0.69
0.61-0.64

1.2

0.67-0.73

6166
(po)

1.4-2.1

0.56

37.5
(po)

0.1-0.3

0.54

93.2

$

*

*

*

*

F ： バイオアベイラビリティ、 Ae ： 未変化体尿中排泄率、 Vd ： 分布容積、 CLtot ： 全身クリアランス、
fup ： 血漿（ 血清） 中非結合形分率、 B/P ： 全血液中総薬物濃度 / 血漿（ 血清） 中総薬物濃度比、 ND ： 記載なし、
# ： 蓄尿時間が 2 半減期程度のため評価不能、 （sc） ： sc 投与時の結果、（ po） po 投与時の結果、 * ： F 値を用いた計算値、
** ： AUC 又は静注後初期濃度 （C0） を用いた計算値、 *** ： 吸収されない、 $ ： 情報源が申請資料概要 （それ以外は、 審査報告書）、
下線 ： 配合剤での検討成分
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表 2． 調査対象医薬品の CPK パラメータの記載状況 （記載率）

疾患領域
2016 年度
審査報告書又は
申請資料概要
2016 年度
審査報告書のみ
心房細動

1）

脂質異常症

2）

関節リウマチ
悪性腫瘍

3）

4）

対象
成分数

F

Ae

Vd

CLtot

fup

B/P

38

73.7%

47.4%

73.7%

73.7%

68.4%

50.0%

38

60.5%

44.7%

47.4%

52.6%

65.8%

39.5%

26

80.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

69.2%

11

72.7%

72.7%

63.6%

72.7%

90.9%

27.3%

22

81.8%

50.0%

81.8%

81.8%

68.2%

9.1%

130

67.7%

44.6%

67.7%

67.7%

89.2%

33.8%

F ： バイオアベイラビリティ、 Ae ： 未変化体尿中排泄率、 Vd ： 分布容積、 CLtot ： 全身クリアランス、
fup ： 血漿（ 血清） 中非結合形分率、 B/P ： 全血液中総薬物濃度 / 血漿（ 血清） 中総薬物濃度比

されない成分を除く 27 成分の集計の結果、 Ae、

binding sensitive （fup<20 ％） は 15/26 成 分

fup 及び B/P の記 載率はそれ ぞれ 63.0、 96.3、

（57.7％） であった。

70.4％であった。 審査報告書及び申請資料にお

血中総薬 物濃度及び非結合 形薬 物濃度の変

ける CPK パラメータの記載率は疾患を限定した

化 を 決 定 して い る 因 子 （CLtot、 CLtotf、 Vd、

調査 結果

1), 2), 3) ,4)

Vdf） を全て特定できた医薬品は 23/38 （60.5％）

とほぼ同率であったが、 審査

であった。 そのうち、 iv 投与製剤及び sc 又は im

報告書に限定すると記載率は低下した。

投与製剤は 13/14 成分 （92.9％）、 po 投与製剤
３） 調査対象医薬品の CPK パラメータの特徴付

は 9/24 成分 （37.5％） であった。 また、 血中薬

けと血中薬物濃度の決定因子の特定状況

物濃度の変化を決定している因子を特定 で きな

表 1 の調査 対 象医薬品の CPK パラメータに基

かった理由は、 パラメータ （CLtot、 Vd） が収集

づき、 当該パラメータの特徴付けを行い、 総薬物

できなかった事例が 9 成分、 Ae が不明 ： 1 成分、

濃度及び非結合形薬物濃度を規定する CPK パ

B/P が不明であった事例が 6 成分であった。

ラ メ ー タの 決 定 因 子 （Vd、 CLtot、 CLpo、 Vdf、

po 投与後の血中薬物濃度の変化を決定している

CLtotf 及び CLpof の変動要因） を特定した結果

因 子 （CLpo、 CLpof） を 特 定 で き た 医 薬 品 は

を表 3 に示した。 なお、 抗体医薬品は、 一般に

21/24 （87.5％） であった。 血中薬物濃度の変化

細網内皮系組織にて貪食され加水分解し消失す

を決定している因子を特定できなかった理由とし

ることが知られているため、 CLtot の決定因子を

ては、 パラメータ （CLtot、 Vd） が収集できなかっ

CLintx とした。 po 投与製剤以外の医薬品につい

た事例が 2 成分、 fup が不明であった事例が 1 成

ては CLpo 及び CLpof の変動要因の特定は行わ

分であった。
調査対象とした 2016 年度の承認審査情報 （審

なかった。
また、 調査対象医薬品の血中薬物濃度の決定

査報告書又は申請資料概要） における血中薬物

因子の特定率を疾患領域別の報告値とともに表

濃度の変化を決定している因子の特定率は、 疾

4 に示した。 fup から binding sensitive（fup<20％）

患領域を限定した調査結果 1), 2), 3) ,4) とほぼ同様

と判定された医薬品は 15/38 成分（39.5％）であっ

の結果であった。

た。 なお、 抗体医薬品、 酵素製剤及び po 投与
後吸収されない成分を除く 27 成分における集計
で は、 fup は 26 成 分 （96.2 ％） で 収 集 で き、
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表 3． 調査対象医薬品の血中薬物濃度を規定する CPK パラメータの決定因子
投与
経路

静
脈
内
iv

皮
下
sc

筋
肉
内
im

一般名

Vd

CLtot

Vdf

CLtotf

CLpo

CLpof

アルブトレペノナコグ
アルファ（遺伝子組換え）
カルフィルゾミブ
ペムブロリズマブ
（遺伝子組換え）
エロツズマブ
（遺伝子組換え）
アフリベルセプトベータ
（遺伝子組換え）
エテルカルセチド
塩酸塩
イダルシズマブ
（遺伝子組換え）
プレリキサホル
アリロクマブ
（遺伝子組換え）
イキセキズマブ
（遺伝子組換え）
ブロダルマブ
（遺伝子組換え）
コリオゴナドトロピン
アルファ（遺伝子組換え）

Vp

CLintX

Vp

CLintX

-

-

Vd

CLintX

Vdf

CLintX

-

-

Vp

CLintX

Vp

CLintX

-

-

Vp

CLintX

Vp

CLintX

-

-

Vp

CLintX

Vp

CLintX

-

-

VT/fuT

ND2

VT/fuT

ND2

-

-

クリサンタスパーゼ
パシレオチドパモ酸塩
エルビテグラビル／コビ
シスタット／エムトリシ
タビン／テノホビル ア
ラフェナミドフマル酸塩
ポナチニブ塩酸塩
フォロデシン塩酸塩
イキサゾミブ
クエン酸エステル
リナクロチド
ナルデメジン
トシル酸塩
チカグレロル
セレキシパグ
ロミタピドメシル酸塩
オクスカルバゼピン
ラコサミド

経
口
po

フマル酸ジメチル
グアンファシン
塩酸塩
ヒドロモルフォン
塩酸塩
ビラスチン
アプレミラスト
デスロラタジン
カルグルミン酸
リファキシミン
グラゾプレビル水和物
エルバスビル
ダクラタスビル塩酸塩／
アスナプレビル／
ベクラブビル塩酸塩
アルテメテル／
ルメファントリン
アルテメテル／
ルメファントリン

Vp

CLintX

Vp

CLintX

-

-

VT/fuT

CLintR

VT/fuT

CLintR

-

-

Vp

CLintX

Vp

CLintX

-

-

Vp

CLintX

Vp

CLintX

-

-

Vp

CLintX

Vp

CLintX

-

-

Vp

CLintX

Vp

CLintX

-

-

Vp

CLintX

Vp

CLintX

-

-

(fuB/fuT)・VT

fuB・CLintH

VT/fuT

CLintH

-

-

ND3

CLintH

ND3

CLintH

CLintH/Fa

CLintH/Fa

ND1
ND3

ND1
CLintR

ND1
ND3

ND1
CLintR

fuB･CLintH/Fa
CLintR/Fa

CLintH/Fa
CLintR/Fa

Vp

fuB・CLintH

Vp/fuB

CLintH

fuB･CLintH/Fa

CLintH/Fa

ND1

ND1

ND1

ND1

ND1

ND1

ND1

ND1

ND1

ND1

fuB･CLintH/Fa

CLintH/Fa

(fuB/fuT)・VT
Vd
ND3
VT/fuT

CLH
CLH
ND3
QH
CLintH
+CLintR
ND1
CLintH
+CLintR

VT/fuT
Vdf
ND3
VT/fuT

CLHf
CLHf
ND3
QH
CLintH
+CLintR
ND1
CLintH
+CLintR

fuB･CLintH/Fa
fuB･CLintH/Fa
fuB･CLintH/Fa
CLintH/Fa
（CLintH
+CLintR）/Fa
ND1
（CLintH
+CLintR）/Fa

CLintH/Fa
CLintH/Fa
CLintH/Fa
CLintH/Fa
（CLintH
+CLintR）/Fa
ND1
（CLintH
+CLintR）/Fa

VT/fuT
ND1
Vp
ND3

CLintH

VT/fuT
ND1
Vp

CLintH

CLintH/Fa

CLintH/Fa

ND3
ND1
ND1
ND1
VT/fuT
VT/fuT

CLintH
+CLintR
CLintH
ND1
ND1
ND1
QH/fuB
CLintH

fuB・（CLintH
+CLintR）/Fa
CLintH/Fa
CLintH･fuB/Fa
ND4
CLintH/Fa
fuB・CLintH/Fa
fuB・CLintH/Fa

（CLintH
+CLintR）/Fa
CLintH/Fa
CLintH/Fa
ND4
CLintH/Fa
CLintH/Fa
CLintH/Fa

fuB・CLintH

VT/fuT

CLintH

fuB・CLintH/Fa

CLintH/Fa

ND1

ND1

ND1

ND1

fuB・CLintH/Fa

CLintH/Fa

ND1

ND1

ND1

ND1

fuB・CLintH/Fa

CLintH/Fa

ND3
ND1
ND1
ND1
(fuB/fuT)・VT
(fuB/fuT)・VT

fuB・(CLintH
+CLintR)
CLintH
ND1
ND1
ND1
QH
fuB・CLintH

(fuB/fuT)・VT

ND3

ND3
ND3

Vd ： 分布容 積、 CLtot ： 全 身クリアランス、 Vdf ： 非 結 合 形 濃 度に 基づく分布容 積、 CLtotf ： 非 結 合 形 濃 度に 基づく全 身クリアランス、
CLpo ： 経口クリアランス、 CLpof ： 非結合形濃度に基づく経口クリアランス
ND1 ： パラメータ （CLtot、 Vd） を収集できず特定できない、 ND2 ： Ae が不明のため特定できない
ND3 ： B/P が不明のため特定できない、 ND4 ： fup が不明のため特定できない、 - ： 該当せず
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表 4． 血中薬物濃度の変化を決定している因子の特定状況 （特定率）
疾患領域

対象医
薬品の
成分数

腎排泄型
成分率

肝代謝型
成分率

binding
sensitive
成分率

Vd

CLtot

CLpo

2016 年度
審査報告書及び
申請資料

38

5 成分
13.2%

22 成分
57.9%

15 成分
39.5%

23/38 成分
60.5%

27/38 成分
71.1%

21/24 成分
87.5%

26

46.2%

80.8%

61.5%

76.9%

92.3%

95.8%

11

18.2%

72.7%

81.8%

45.5%

45.5%

63.6%

22

13.6%

54.5%

50.0%

72.7%

86.4%

86.7%

130

8.5%

40.0%

36.2%

34.6%

30.8%

29.5%

心房細動

1）

脂質異常症

2）

関節リウマチ
悪性腫瘍

4）

3）

決定因子特定率

４） 調査対象医薬品の消失臓器障害患者を対象

ブビル） で肝機能障害患者を対象とした薬物動

とした臨床薬物動態試験及び非臨床薬物動態試

態試験が行われていた。 消失過程に腎排泄の寄

験の実施状況

与が推定される 2 成分（ 肝消失の寄与が推定さ

承認審査情報（審査報告書及び申請資料概要）

れる 3 成分を除く） では肝機能障害患者を対象

を確 認した結果、 腎機能障害患者を対 象とした

とした薬物動態試験が行われていなかった（0％）。

薬物動態試験は 24/38 成分で実施されていた。

肝機能障害患者を対象とした薬物動態試験が実

消失過程に腎排泄の寄与が推定される 5 成分（プ

施されていなかった医薬品は、 抗体製剤、 消化

レリキサホル、 フォロデシン、 ラコサミド、 グアンファ

管にて吸収されない成分、 肝代謝を受けない成

シン、 ビラスチン） ではすべての成分 （100％） で

分、 第Ⅱ / Ⅲ相試験にて肝機能障害患者に対す

腎機能障害患者を対象とした薬物動態試験が行

る検討を行った成分等であった。

われていた。 消失過程に肝消失の寄与が推定さ

非臨床薬物動態試験である in vitro 薬物代謝

れ る 18 成分 （腎排 泄の寄与が 推定 され る 3 成

酵素及びトランスポータ試験の実施状況は、 抗体

分を除く） では 14 成分 （77.8％） （パシレオチド、

製 剤及び 酵素製 剤を除く 28 成分において、 代

テノホビル、 イキサゾミブ、 ナルデメジン、 チカグレ

謝酵素の同定が 26 成分、 代謝酵素の阻害作用

ロル、 セレキシパグ、 ロミタピド、 オクスカルバマゼ

の検討が 28 成分、 代謝酵素の誘導作用の検討

ピン、 ヒドロモルフォン、 ビラスチン、 デスロタラジン、

が 27 成分、 トランスポータの同定とその影響に関

グラゾプレビル、 エルバスビル、 ベクラブビル） で

する検討が 26 成分で実施されていた。

腎機能障害患者を対象とした薬物動態試験が行
われていた。 腎機能障害患者を対 象とした薬物

５） 調査対象医薬品の血中薬物濃度の決定因子

動態試験が実施されていなかった医薬品は、 抗

の特定状況を踏まえた添付文書における注意喚

体製剤、 消化管にて吸収されない成分、 経口投

起の設定状況

与後の尿中排泄率が 1％未満の成分等であった。

非結合 形薬 物濃度の決定因子が腎機能又は

また、 肝機能障害患者を対 象とした薬 物動態

肝機能であることが特定できた医薬品 （22 成分、

試験は 17/38 成分で実施されていた。 消失過程

ただし添付文書が未公開の 1 成分 （オクスカルバ

に肝消失の寄与が推定される 21 成分では 16 成

ゼピン） を除く） における、 添付文書の注意喚起

分 （76.2％） （パシレオチド、 テノホビル、 ポナチ

の設定状況を表 5 に示した。 非結合形濃度の決

ニブ、 イキサゾミブ、 ナルデメジン、 チカグレロル、

定因子として腎機能が関与することが特定できた

セレキシパグ、 ロミタピド、 オクスカルバマゼピン、

5 成分 （プレリキサホル、 フォロデシン、 ラコサミド、

ラコサミド、 アプレミラスト、 デスロタラジン、 リファ

グアンファシン、 ビラスチン） については、 すべて

キシミン、 グラゾプレビル、 エルバスビル、 ベクラ

の成分で腎機能障害が用法 ・ 用量に関連する使
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表 5． 非結合形薬物濃度の決定因子が特定できた医薬品における決定因子別の添付文書の注意喚起の状況

添付文書の
注意喚起
対
象

腎
機
能
障
害

非結合形薬物濃度（CLtotf、CLpof）の決定因子
CLintR 又は CLintR/Fa の場合

CLintH 又は CLintH/Fa の場合

内容

5 成分
（sc：1、po：4）

20 成分
（im：1、po：19）

禁忌

設定なし

設定なし

用法・用量
に関連する
使用上の注
意

慎重投与

4 成分

*

3 成分

（プレリキサホル、フォロデシン、ラコ
サミド、グアンファシン）

（ロミタピド、アプレミラスト、イキサゾミブ）

5 成分

7 成分

*

（プレリキサホル、フォロデシン、ラコ
サミド、グアンファシン、ビラスチン）

（ロミタピド、アプレミラスト、イキサゾミブ、
セレキシパグ、ヒドロモルフォン、ベクラブビ
ル、デスロラタジン）

肝機能障害：7 成分

禁忌

肝
機
能
障
害

（パシレオチド、チカグレロル、セレキシパグ、
ロミタピド、ラコサミド、グラゾプレビル、ベ
クラブビル）

設定なし

#

代謝酵素 ：7 成分
（チカグレロル、ロミタピド、グラゾプレビル、
エルバスビル、ベクラブビル、アルテメテル、
ルメファントリン）

用法・用量
に関連する
使用上の注
意

肝機能障害：6 成分
（パシレオチド、イキサゾミブ、セレキシパグ、
ロミタピド、ラコサミド、グアンファシン）

設定なし

#

代謝酵素 ：1 成分
（グアンファシン）

肝機能障害：10 成分
慎重投与

設定なし

（パシレオチド、ポナチニブ、イキサゾミブ、
セレキシパグ、ロミタピド、ラコサミド、グア
ンファシン、ヒドロモルフォン、リファキシミ
ン、カルグルミン酸）

*

* ： （CLintR+CLintH） /Fa の 3 成分 （ラコサミド、 グアンファシン、 ビラスチン） は集計対象外
# ： 代謝酵素の阻害剤 ・ 誘導剤又はトランスポータ阻害剤に関する注意喚起

用上の注意又は慎重投与の対象として設定され

ゾプレビル、 エルバスビル、 ベクラブビル、 アルテ

ていた。 当該 5 成分については、 肝機能障害に

メテル、 ルメファントリン） のうち、 16 成分 （パシ

関する注意喚起は設定されていなかった。

レオチド、 ポナチニブ、 イキサゾミブ、 チカグレロル、

また、 非結合形濃度の決定因子として肝機能が

セレキシパグ、 ロミタピド、 ラコサミド、 グアンファ

関与すると特定できた 20 成分 （パシレオチド、 テ

シン、 ヒドロモルフォン、 デスロタラジン、 リファキシ

ノホビル、 ポナチニブ、 イキサゾミブ、 ナルデメジン、

ミン、 グラゾプレビル、 エルバスビル、 ベクラブビル、

チカグレロル、セレキシパグ、 ロミタピド、 ラコサミド、

アルテメテル、 ルメファントリン） で肝機能障害又

グアンファシン、 ヒドロモルフォン、 ビラスチン、 ア

は代謝酵素が、 禁忌、 用法 ・ 用量に関連する使

プレミラスト、 デスロタラジン、 リファキシミン、 グラ

用上の注意又は慎重投与の対象として設定され
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て いた。 ま た、 肝機能が関与すると特定 で きた

試験に関する資料並びに機構における審査の概

20 成分のうち、 腎機能が関与することが特定でき

略」 の項に記載している事例が認められるため、

た 3 成分 （ラコサミド、 グアンファシン、ビラスチン）

記載率の低下が認められたと考えられる。

を除く 17 成分 （パシレオチド、 テノホビル、 ポナ

また、 調査対象の 38 成分の 39.5％が binding

チニブ、 イキサゾミブ、 ナルデメジン、 チカグレロル、

sensitive の特徴 （fup<20％） を示す薬物であり、

セレキシパグ、 ロミタピド、 ヒドロモルフォン、 アプ

血中総薬物濃度の変化がそのまま血中非結合形

レミラスト、 デスロタラジン、 リファキシミン、 グラゾ

薬物濃度の変化として捉えることが出来ず、 血中

プレビル、 エルバスビル、 ベクラブビル、 アルテメ

総薬 物濃度の変化の程 度のみから、 消失 臓 器

テル、 ルメファントリン） 中 7 成分 （イキサゾミブ、

障害や薬物相互作用を生じる薬剤の併用等の特

セレキシパグ、 ロミタピド、 ヒドロモルフォン、 ベクラ

別な病態下の投与量変更を判断することは適切

ブビル、 アプレミラスト、 デスロラタジン） で腎機

ではないと考える。
調査対象の 38 成分の消失経路を Ae 値により

能障害が用法 ・ 用量に関連する使用上の注意又

腎排泄及び腎外消失に分類した。 CPK パラメー

は慎重投与の対象として設定されていた。

タの特徴付けの結果、 非結合形濃度の決定因子

４．考察
医薬品の消失臓器障害や薬物相互作用を生じ

として腎排 泄の寄与が認められた（ Ae ＞ 30％ ；

る薬剤の併用等の特別な病態を有する患者に医

該 5 成分を含む医薬品の添付文書における腎機

薬品を投与する場 合には、 その病態に応じた適

能障害に関する注意喚起（ 禁忌、 用法 ・ 用量に

正な薬物治療を行うため、 血中総薬物濃度及び

関連する使用上の注意又は慎重投与） の設定状

血中非結合 形薬 物濃度の両者の変化を的確に

況を確認したところ、 禁忌が設定されていた医薬

把握し、 投与量 及び 投与間隔を設定することが

品はなか ったものの、 用法 ・ 用量に関連する使

重要である。 そのためには、 CPK パラメータに基

用上の注意として 4 成分、 慎重投与として 5 成分

づく血中総薬物濃度及び血中非結合形薬物濃度

で腎機能障害が設定されていた。 一方、 当該 5

の考察が必要である。 本研究では、 血中総薬物

成分を含む医薬品の添付文書における肝機能障

濃度及び血中非結合 形薬物濃度の決定因子を

害に関する注意喚起（ 禁忌、 用法 ・ 用量に関連

特定するための CPK パラメータの情報源として、

する使用上の注意又は慎重投与） の設定状況を

承認審査情報 （審査報告書及び申請資料概要）

確認したところ、 禁忌及び用法 ・ 用量に関連する

における情報の記載状況を評価した。 その結果、

使用上の注意が設定された医薬品はなか った。

調査対象とした 2016 年度に承認された新有効成

また、 慎重投与では、 Ae が 70% 未満であること

分 含有医薬品の承認審査情報 （審査報告書及

から肝消失の寄与が示唆されるラコサミド、 グアン

び申請資料概要） において、 新有効成分 38 成

ファシン及びビラスチンを除く 2 成分 （プレリキサ

分の Vd、 CLtot 及び F はいずれも 73.7％で記載

ホル及びフォロデシン） の集計では、 いずれも肝

されていた。 脂質異常症等の疾患を限定した場

機能障害は設定されていなかった。 以上を踏ま

合の調査結果とほぼ同様の記載率であったと考

え、 非結合形濃度の決定因子として腎排泄の寄

える。 しかし ながら、 調査 対 象を審査報告書に

与が認められた（ Ae ＞ 30％） 5 成分については、

限定した場合には Vd、CLtot 及び F はそれぞれ、

CPK パラメータの特 徴付けに対応した注意喚起

47.4％、 52.6 ％、 60.5 ％ と 記 載 率 が 減 少 し た。

が、 添 付文書において行われていたことが確 認

審査報告書では CPK パラメータとして位置付けら

できた。

腎排泄型及び中間型） のは 5 成分であった。 当

れていない最高血中濃度 （Cmax）、 最低血中濃

腎外消失の医薬品のうち、 添 付文書が公開さ

度 （Cmin） 等 を、 PMDA の 審 査 報 告 書 「6. 生

れていない医薬品、 抗体製剤、 酵素製剤及び消

物薬剤学試験及び関連する分析法、 臨床薬理

化管にて吸収されない医薬品を除いた 20 成分に
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おいて、 医薬品の消失に肝消失が寄与していると

ルデメジン、 テノホビル及びアプレミラスト） は肝機

推 定した。 CPK パラメータの 特 徴付 けの 結果、

能障害患者 （中等度まで） を対 象とした薬物動

非結合形濃度の決定因子として肝消失の寄与が

態試験において AUC の上昇が認められないこと

推定される当該 20 成分を 含む医薬品の添 付文

から、 肝機能障害に関する注意喚起が添付文書

書における肝機能障害に関する注意喚起（ 禁忌、

に設定されなかったものと考えられる。

用法 ・ 用量に関連する使用上の注意又は慎重投

一方、 非結合 形 濃度の決定因子として肝消失

与） の設定 状況を確 認したところ、 16 成分で肝

の寄与が推定される当該 20 成分のうち、 腎排泄

機能障害又は代謝 酵素が、 添 付文書のいずれ

の寄与が認められた（ Ae ＞ 30％） 3 成分 （ラコ

かの箇所で肝機能障害に関する注意喚起が設定

サミド、 グアンファシン及びビラスチン） を除く 17

されていた。 そのうち、 禁忌として肝機能障害が

成分を含む医薬品の添付文書における腎機能障

7 成分、 代謝酵素等が 7 成分で設定されていた。

害に関する注意喚起（ 禁忌、 用法 ・ 用量に関連

用法 ・ 用量に関連する使用上の注意として肝機

する使用上の注意又は慎重投与） の設定状況を

能障害が 6 成分、 代謝酵素が 1 成分で設定され

確認したところ、 禁忌が設定されていた医薬品は

ていた。 また、 慎重投与として肝機能障害を 10

なかったものの、 用法 ・ 用量に関連する使用上の

成分が設定されていた。 なお、 肝機能障害に関

注意として 3 成分、 慎重投与として 7 成分 （ロミタ

する注意喚起が設定されていなかった 4 成分 （ビ

ピド、 アプレミラスト、 イキサゾミブ、 セレキシパグ、

ラスチン、 ナルデメジン、 テノホビル及びアプレミラ

ヒドロモルフォン、 ベクラブビル、 デスロラタジン）

スト） のうち、 1 成分 （ビラスチン） は Ae が 66％

で腎機能障害が設定されていた。
当該 7 成分の詳細を表 6 に 示した。 いずれも

と肝消失の寄与が比較的低いこと、また 3 成分（ナ

表 6． 血中薬物濃度の決定因子として肝機能のみが関与すると特定できた医薬品のうち、
添付文書において腎機能障害に関する注意喚起が設定されている医薬品の腎機能障害時の影響

販売名
一般名

用法用量
関連注意／
慎重投与
の対象

Ae
(%)

fup
(%)

決定因子

ジャクスタピッド
ロミタピド

腎機能障害／
腎機能障害

0

オテズラ
アプレミラスト

重度腎／
重度腎

ニンラーロ
イキサゾミブ

重度腎／
重度腎

ウプトラビ
セレキシパグ

－／
重度腎

ナルサス
ヒドロモルフォン

－／
腎障害

ジメンシー
ベクラブビル

－／
Ccr50 未満

デザレックス
デスロラタジン

－／
重度腎

腎機能障害時の変化（実測値）
AUCpof
上昇率

CLpo

CLpof

0.18

fup・
CLintH/Fa

CLintH/Fa

末期
140%

CYP
3A4

3.9

32.7

CLintH/Fa

CLintH/Fa

重度
188%

CYP
3A4

5.5

1.32

fup・
CLintH/Fa

CLintH/Fa

重度
末期
139%

0.06

0.5

fup・
CLintH/Fa

CLintH/Fa

重度
160%

7.9

7076

CLintH/Fa

CLintH/Fa

中等度
2倍
重度
4倍

0.08

1.2

fup・
CLintH/Fa

CLintH/Fa

中等度
165%
重度
186%

1.7
(po)

1317

fup・
CLintH/Fa

CLintH/Fa

重度
260%

重度
末期
138%

fup
変化

代謝
酵素

AUCpo
上昇率

なし
1.28%

CYP
以外

なし

カルボ
キシル
エステ
ラーゼ
UGT
2B7

中等度
175%
重度
202%

CYP
3A4,
3A5
CYP
2D6
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Ae は 10％未満と腎外消失が大部分を占める医薬

下、 CKD） の重症度別に CLtot を算出し、 腎排

品であった。 アプレミラスト及びヒドロモルフォン以

泄型以外の医薬品の CLtot が CKD の重症度に

外の 5 成分は fup ＜ 20％と binding sensitive な

より変化するかを検討した結果、 CYP2D6 で代謝

特徴を有する医薬品であった。 当該 7 成分はい

され る医薬品の CLtot は低下し、 CYP3A4/5 で

ず れ も po 投与 製 剤 で あ った た め、 CLpo 及び

代謝され る医薬品の CLtot はやや低下するもの

CLpof の決定因子を 示した。 CLpo はいずれ の

の変動が大きいことが示している。 また、 腎機能

成分で CLintH が決定因子となっていたことに加

障害患者において、 CLintH の低下が示唆される

え、 binding sensitive な 特 徴 を有 する 5 成 分で

事例 13), 14) が報告されていることから、 腎機能障

fup が決定因子となっていた。 これら 5 成分では、

害時においても CLintH の低下に伴う AUCpof の

血液中総薬物濃度は fup の変動の影響を受ける

上昇に留意する必要がある。

た め、 注 意 が 必 要 で あ る。 CLpof は い ず れ も

なお、 腎機能障害に関する注意喚起が添付文

CLintH が決定因子となっており、 肝機能障害が

書に設定されていなかった 10 成分（パシレオチド、

CLintH に影響を及ぼすことが示唆された。 また、

テノホビル、 ポナチニブ、 ナルデメジン、 チカグレ

当該 7 成分は、 腎機能障害患者における薬物動

ロル、リファキシミン、グラゾプレビル、エルバスビル、

態試験が実施されており、 その結果、 いずれの

アルテメテル、ルメファントリン） のうち、6 成分 （パ

成分においても腎機能正常者に比べ、 腎機能低

シレオチド、 テノホビルナル、 デメジン、 チカグレロ

下 者 で AUCpo の上 昇 が 認 め ら れ た。 binding

ル、 グラゾプレビル、 エルバスビル） は腎機能障

sensitive な特 徴を有する 5 成分のうち、 非結合

害患者 （中等度まで） を対 象とした薬物動態試

形薬物の AUCpo （以下、 AUCpof） の測定値若

験において AUC の上昇が認められないことから、

しくは腎機能障害時の fup の測定値が得られて

3 成分 （ポナチニブ、 アルテメテル、 ルメファントリ

いないロミタピド及びデスロラタジン では AUCpo

ン） は po 投与後の尿中排泄率が 1％未満であっ

のみでの評価では腎機能障害で fup が低下した

たこと、 1 成分（ リファキシ ミン） はほとんど消化

可能性も否定できず、 腎機能障害により CLintH

管から吸収されないことから腎機能障害に関する

の低下が認められたとは確定 で きない。 binding

注意喚起を添付文書に設定しなかったものと考え

sensitive な特徴を有する医薬品では腎機能障害

られる。

患者における fup 値の測定又は非結合形薬物濃

また、 2016 年度に承認された新有効成分含有

度に 基 づ くパラメータ （CLpof、 AUCpof 等） の

医薬品 37 品目 （38 成分） のうち、 腎機能 障 害

算出が必要と考える。 肝消失の医薬品であるにも

患者を対象とした薬物動態試験は 24/38 成分で

かかわらず、 腎機能障害に関する注意喚起が設

実施されていた。 腎機能障害患者を対象とした薬

定されている医薬品の申請資料において、 腎機

物動態試験が実施されていなかった 14 成分は、

能障害の影響を受けた理由について文献を引用

抗体製剤（6 成分）、po 投与後の尿中排泄率が 1％

し、 ベクラブビル塩酸塩では、 重度腎機能障害

未満の成分 （3 成分）、 ほとんど消化管にて吸収

時に生じる尿毒症因子による CLintH が低下によ

されない成分（2 成分：リナクロチド、リファキシミン）、

るもの

8), 9)

、 ヒドロモルフォン塩酸塩では、 腎機能

酵素製剤 （1 成分 ： クリサンタスパーゼ）、 ほとん

低下者における UGT2B7 の活性低下によるもの

ど呼気中に排泄される成分 （1 成分 ： フマル酸ジ

10), 11)

メチル）、 医療上の必要性の高い未 承認薬 ・ 適

と考察していた。
12)

は、 2014 年 か ら 2015 年 7

応外薬検討会議審議品目 （1 成分 ： カルグルミン

月に米国において承認された医薬品のうち、 チト

酸） であった。 そのうち、 po 投与後の尿中排泄

クローム P450 （以下、 CYP） 2D6 又は CYP3A4/5

率が 1％未満の 3 成分（ポナチニブ、アルテメテル、

でそれぞれ代謝される医薬品を既存の薬物相互

ルメファントリン） について、 製造販売承認申請を

作用データベースを用いて抽出し、慢性腎臓病（以

行った申請者は、 ① po 投与後の尿中排 泄率か

ま た、 Yoshida ら
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ら腎排泄の寄与は小さいと考えられること （ポナ

者の fup あるいは血中非結合形薬物濃度の測定

チニブ、 アルテメテル、 ルメファントリン）、 ②母集

結果が必要と考える。 しかし、 医薬品による効果

団薬物動態解析の結果、 クレアチニンクリアラン

及び副作用の発現は、 血中総薬物濃度ではなく、

スが医薬品の CL/F に対する有意な共変量とし

血中非結合形薬物濃度に関連するにもかかわら

て選択されなかったこと （ポナチニブ） を理由とし

ず、 ほとんどの場合、 血中非結合形薬物濃度が

て、 腎機能障害患者における薬物動態試験を実

測定されていないのが現状である。 そのため、 臓

5)

施しなかったと説明していた 。 腎排泄の寄与は

器機能障害患者の fup あるいは血中非結合形薬

小さい成分については、 第Ⅱ相試験及び第Ⅲ相

物濃度に関するデータが、 製薬会社が作成する

試験において腎機能検査値が低下している患者

申請資料概要や PMDA が作成する審査報告書

集団の安全性情報等を審査段階において評価

に示されていない医薬品が多く存在する。 そのた

することにより、 添付文書における腎機能障害患

め、 血中総薬 物濃度 （測定値 若しくは推定値）

者に対する注意喚起について検討可能な場合も

の変化をもとに、 これら医薬品の用法用量の変更

ある。 しかし、 当該 3 成分 （ポナチニブ、 アルテ

の要否が 決定 されて いる 傾向が強いと考えられ

メテル、 ルメファントリン） は、 ①いずれの成分も

る。 医療関係者は、 CPK パラメータを的確に把

CYP3A の基質 であ ることが非臨 床薬 物動態試

握し、 血中総薬物濃度の変化にとらわれず、 血中

5)

験にて明らかとなっていること 、 ②腎機能障害

非結合形薬物濃度の変化を推定し考察すること

患者において、 CYP3A の基質の CLintH の低下

が、 適正な薬物治療を遂行するために重要と考

8) ∼ 14)

されて い る こ と、

える。 本研究を踏まえると、 製薬会社は、 binding

③ 3 成分ともに経口投与後の F が不明であり （表

sensitive の特徴 （fup<20％） を有する医薬品につ

1）、 経口投与後の Ae の評価は困難であること、

いてはその開発段階から、 CPK パラメータ （血管

④ 3 成分ともに第Ⅱ相試験、 第Ⅲ相試験におい

外投与製剤の絶対的バイオアベイラビリティ （F）、

て腎機能低下患者や腎機能障害患者を対象とし

静脈内投与後の未変化体尿中排泄率（ Ae）、 静

が示 唆 され る 事 例が 報 告

5)

等を踏まえると、 承認時点におい

脈内投与後の分布容積 （Vd）、 静脈内投与後の

て腎機能障害患者を対象とした薬物動態及び安

全身クリアランス （CLtot）、 血漿 （血清） 中非結

全性は重要な不足情報と考える。 腎機能障害を

合形分率 （fup）、全血液中総薬物濃度 / 血漿 （血

合併した患者に対して、 binding sensitive の特徴

清） 中総薬物濃度比 （B/P）） の収集に加えて、様々

（表 1 において、 fup<20％） を有する成分であるポ

な臓器機能障害等の合併症を有する患者におけ

ナチニブ （fup ： 0.47％）、 アルテメテル （fup ： 1.4

る医薬品の血漿 （血清） 中非結合形濃度 （若しく

～ 2.1％）、 ルメファントリン （fup ： 0.1 ～ 0.3％） を

は非結合形分率） を測定した結果について収集し、

投与する場合には、 医療現場においては、 血中

製造販売後に医療関係者へ情報提供することが

非結合形薬物濃度の上昇が懸念されることから、

重要と考える。

ていないこと

継続的に効果及び副作用の発現状況を確認し、
また、 製造販売後において、 腎機能障害を合併

結論
2016 年度に承認された医薬品の承認審査情報

した患者における安全性及び fup 又は血中非結

（審査報告書及び申請資料概要） を調査した結

合 形薬物濃度に関する情報の収集を継 続的に

果、 疾患によらず CPK に関する有用な情報源で

行う必要があると考える。

あることが確認された。 binding sensitive の特徴

適宜減量を行う等の適切な対応が必要と考える。

以 上のこと か ら、 臓 器 機 能 障 害患 者に対し、

（fup<20％） を有する医薬品では血中総薬物濃度

binding sensitive の 特 徴 （fup<20 ％） を有 する

の測定値に基づき投与量調整の判断を行うのは

医 薬 品の有 効 性 ・ 安 全 性へ の 影 響 を 評 価 し、

適切ではない場合がある。 臓器機能障害患者に

投与量の調整を行うためには、 臓器機能障害患

おいて、 適正な薬 物 治療を 遂 行 するためには、
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臓器機能障害時における fup の測定及び血中非

[http://www.pmda.go.jp/ PmdaSearch /

結合 形薬物濃度の変化を推定することが重要と

iyakuSearch/ (accessed 2017-7-1)]

考える。 また、 非結合形薬物濃度の決定因子が

6) 藏澄 美仁、 堀越 哲美、 土川 忠浩、 松原 斎

肝機能である肝消失型の医薬品において、 腎機

樹 : 日本人の体表面積に関する研究 . 日本生

能障害時に肝固有クリアランスの低下により、 曝

気象学会雑誌 , 1994; 31 : 5-29.

露量 増加が懸念され る事例が認められており注

7) 「バイオテクノロジー応用医薬品の非臨床にお

意が必要である。 医療関係者は、 承認審査情報

ける安全性評価」 について （平成 24 年 3 月

（審査報告書及び申請資料概要） を情報源として、

23 日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課

CPK パラメータを的確に把握した上で、 臓 器 機

長通知、 薬食審査発 0323 第 1 号）

能障害患者に対する投与量調整を行う等、 CPK

[https://www.pmda.go.jp/files/000156471.

パラメータを適正な薬物治療に活用する必要があ

pdf (accessed 2017-7-1)]
8) Michaud J, Naud J, et al., Effects of

ると考える。
なお、本論文の一部は、第 10 回日本アプライド・

serum from patients with chronic renal

セラピューティクス（ 実践薬物治療） 学会学術大

failure on rat hepatic cytochrome P450.

会及び第 2 回日本臨 床薬 理学 会関東 ・ 甲信越

Br. J. Pharmacol., 2005; 144: 1067-77.
9) Michaud J, Nolin TD, et al., Effect of

地方会 （2017 年 9 月 9 日及び 10 日） にて発表し

hemodialysis on hepatic cytochrome P450

た。

functional expression. J. Pharmacol. Sci.,
2008; 108: 157-63.
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