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方法 

２・１かかりつけ薬剤師の同意数 

薬樹薬局宮前平 2 号店において平成 28 年４月 1

日より 8 月 31 日までにかかりつけ薬剤師の同意を得

た患者の内訳（図表１）は 60 人中 0～10 歳代 21 名、

20～40 歳代が 3 名、50～60 歳代が 6 名、70 歳代

以上が 30 名となっている。かかりつけ薬剤師の同意

をえるために声かけは 100 名以上に行われたが、全

員へランダムにではなく、①複数回当薬局利用があり

乳児医療証範囲内（0 歳～小学 2 年生）②複数回当

薬局利用があり、いわゆる広域の処方箋(半径 30ｍ

以内の医院を除外)を持参した患者などを中心に、薬

剤師が薬学的介入するに値すると思われる患者に声

かけをしており無作為とはいえない。 

また、薬樹薬局宮前平 2 号店は平成 27 年 3 月 2

日に開業した、まだ新規店舗であり、皮膚科、整形外

科、眼科だけで 93％を閉め、応需処方箋の年代は 0

～10 歳代 32％、20～40 歳代 43％、50～60 歳代

16％、70 歳以上が 9％(図 1)であるため、この薬局の

患者層全体におけるかかりつけ薬剤師の同意を得て

いる患者層はわずか約 2.3％に過ぎない。 

また、かかりつけ薬剤師指導料の算定回数は、4 月

37 回、5 月 51 回、6 月 56 回、7 月 62 回、8 月 66

回であった。 

 

２．２薬学的管理の介入方法 

H28.4.1～H28.8.31 の期間に薬樹薬局宮前平 2

号店にて処方箋を受け付けた、かかりつけ薬剤師の

同意を得た患者に対する薬学的介入についての検

証を行った。検証の内容は①重複投薬・相互作用等

防止加算の算定件数②残薬調整から薬学的介入を

行い、医師へ疑義照会を行った症例検討③患者との

話合いの中で処方されている内容の減薬を行った症

例検討をそれぞれ行った。 

 

結果 

３．１重複投薬・相互作用等防止加算 

かかりつけ薬剤師の重複投薬・相互作用等防止加

算が必要であった患者数は 9 名であり、いずれも糖

尿病、高血圧、脂質異常症などの慢性疾患罹患者で

あり、長年の治療の間に、残薬ができてしまっており、

多くの場合に処方変更や保管方法の不備などで再

利用不能のものを含んでいた。 

その中で、かかりつけ薬剤師が患者の同意を持っ

てかかわることで残薬調整が必要と判断して調整され

た結果算定された重複投薬・相互作用等防止加算は

計 13 回であった。(表２)その数は、月を重ねるごとに

増えているが、8 月に 1 カ月で算定数 1 件と大きく落

ちており早々に残薬調整を済ませると、かえって残薬

が出なくなり、また、かかりつけ薬剤師が関わることで

飲み残しなどが減って防止加算そのものが減った可

能性がある。 

 

３．２減薬できた症例 

 X さん 80 歳代 女性 

既往歴：C 型肝炎、高血圧、脂質異常症、逆流性

食道炎など 

初来局 H28.3 

A 整形外科受診  頸から肩にかけての痛みにより

初受診 

B 皮膚科  魚の目と水虫で初受診 

表 1. かかりつけ薬剤師同意患者の疾患 

図 1. かかりつけ薬剤師同意年代別人数 
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H28.3  A 整形外科 

H28.3  A 整形外科 

H28.3  A 整形外科 

H28.3  A 整形外科 

H28.3  A 整形外科 

H28.4  A 整形外科 

H28.4  C 大学病院消化器肝臓内科 

H28.4.x D 内科クリニック 

（ここからかかりつけ薬剤師同意） 

H28.4.y A 整形外科 

H28.4.z A 整形外科、D 内科クリニック、E 眼科 

以降 2 週間ごとに A 整形外科と D 内科の処方箋

の内容を C 大学病院の薬を預かり、それぞれの医師

に疑義照会をしたうえで、3 科すべてを一包化。この

間に残薬も調整した。 

このときから、各医師へ求めに応じて FAX での薬

剤服薬情報提供書の提出、および電話にて疑義照

会を処方せん調剤時の度に毎回行った。 

ここで、かかりつけ薬剤師の同意時点、患者 X の 4

月 x 日時点での処方内容は以下の通りである。 

 

A 整形外科 

カロナール錠３００  ３錠 

ミオリラーク錠 50mg ３錠 

レバミピド錠 100mg ３錠  

エディロールカプセル 0.75μｇ １カプセル 

モーラスパップ 30mg 

 

B 皮膚科 

スピール膏 

ルリコンクリーム 

 

C 大学病院消化器内科 

ラベプラゾールﾅﾄﾘｳﾑ錠 10mg １錠 

センノシド錠 12mg ２錠  

酸化マグネシウム錠 330mg ３錠 

ウルソデオキシコール錠 100mg ９錠 

 

D 内科 

ミカムロ配合錠 BP １錠 

モサプリドクエン酸塩錠 5mg ３錠  

トリアゾラム錠 0.125mg １錠 

ガスコン錠 40mg ３錠  

エクセラーゼ配合錠 ３錠  

ガスロンＮＯＤ錠２mg ２錠 

アズノールうがい液 

ユベラ軟膏 

 

E 眼科 

ジクアス点眼薬 

ムコスタ点眼薬 UD 

 

内服薬のみで 14 種類 37 個に及ぶ薬を 1 日に服

用しており、これに外用剤が湿布、塗布剤、点眼薬、

うがい液などが７種類あり。日々21 種類の薬を身体に

使用し続けていた。 

減薬は急務であり６）、まず胃腸系の薬が特に多く、

6 種類以上になっていることから、A 整形外科のレバ

ミピド錠を疑義照会にて処方削除にいたった。 

その後、D 内科医師との協議により、胃の薬は 4 種

類減らすことができた。また、その後も、多重受診の

解消のため、C 大学病院へ薬剤服薬情報提供書を

提出し検査以外の定期処方に関しては、内科クリニッ

クへ一本化することになった。 

表 2. 重複投与・相互加算等防止加算算定数 
H27.8 H27.9 H27.10 H27.11 H27.12 H28.１ H28.２ H28.３ H28.４ H28.5 H28.6 H28.７

重複投薬防止加算 /変更有 2 2 5 4 4 5 4 5

重複投薬防止加算 /変更無 0 0 0 1 1 1 0 1

重複投薬・相互作用等防止加算 6 8 5 3

かかりつけ薬剤師/重複投薬・相互作用等防止加算 1 1 4 7

算定件数(回） 2 2 5 5 5 6 4 6 7 9 9 10
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３．３減薬による経済効果 

以上、今回の症例での減薬における医療費削減を

試算すると 

レバミピド錠 100mg 9.9×3=29.7 円  

エクセラーゼ配合錠 5.6×3=16.8 円  

モサプリド塩酸塩錠 5mg 9.9×3＝29.7 円  

ｶﾞｽﾛﾝ N・OD 錠２mg 26.30×2＝52.6 円  

１日分の減薬できた薬価合計１２８．８円  

年間 52 週間で試算した場合は、薬価だけで

46883.2 円の医療費削減効果がある。実際には調剤

料なども減額になることが考えられるので、効果はこ

れ以上と思われる。 

 

３．４薬剤師と患者と医師との協労 

 3.3 の症例の結果患者 X さんより手紙をいただくこと

になった(写真 2)。その内容は 

「残暑お見舞い申し上げます。 

毎日厳しい暑さが続きますね。 

日頃は何かとお世話になり、この度も大変お世話

になりまして本当にありがとうございました。 

私は体のことで色々遠回りをしましたが、やっと体と

心が前向きに落ち着いて進めるような軽い心になりま

した。 

少しでも元気になり 1 日 1 日を楽しく過ごすのが望

みです。 

これからも大変お世話になりながら、いろいろ教え

ていただきたく何卒宜しくお願いします。」 

患者 X さんの前向きに自分自身の体に対して向か

い合おうとしている気持ちがとても重要であり、かかり

つけ薬剤師は医療従事者として患者から聞き取った

内容を医師へ情報共有、提案をすることで、患者自

身が治療に前向きに参加できるようになることが大切

だ５）と感じている。 

 

考察 

４．１かかりつけ薬剤師の効果 

今回のことから、残薬調整からは、医療費削減効

果はあるが、それには、医薬品の変更や保管方法の

不適、医師の意向などの原因から結果的に廃棄にな

ることが少なくない（写真１）。そのため、多くの場合多

重受診から大量の薬を服薬することになっている現

状から、減薬をかかりつけ薬剤師が患者と共に実現

することが大切だと考える。残薬の調整は元より、根

本的に薬の飲みすぎに発する医療費の無駄を改善

することがかかりつけ薬剤師の一つの使命であると思

われる。３） 

まずは、かかりつけ薬剤師制度とは薬剤師と患者

の信頼関係が根底にあることは、薬剤師にとっても患

者にとっても、わかりやすいシステムであり、患者だけ

ではたどり着けない情報の整理や医師へ気持ちを伝

える方法として有効であるといえる。 

 

写真２ 患者さんからの手紙 写真１ 残薬調整をしても、使いきれなかった 

医薬品の数々 
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４．２かかりつけ薬剤師の問題点 

現状の薬局システムでは、せっかくかかりつけ薬剤

師になっても、患者が薬剤師の勤務表どおりに来局

にならないことや、昼休み、在宅訪問中などの理由で

対応できないことがある。薬樹薬局宮前平 2 号店の 4

月 1 日から 8 月 31 日までの期間にかかりつけ薬剤師

が不在で他の薬剤師が対応した回数は 45 回にも上

っていた。これは、この 5 カ月間での総算定数 267 回

の約 17％にも上っている。これでは、せっかくの患者

との協労の機会を度々失っていることになり、他の薬

剤師で十分対応できているとしたら、それはかかりつ

け薬剤師の意味そのものに疑問が浮かぶ。今後は、

かかりつけ薬剤師の予約制なども制度として各薬局

が創意工夫する必要があると思われる。 

 

４．３最後に 

かかりつけ薬剤師制度が始まってわずか 6 カ月の

時点ではあるが、患者の意向を共有し薬剤服薬情報

提供書などを積極的に医師に提出し、患者の状況や

意向などを伝えることができたことはとても有意義であ

った。また、かかりつけ薬剤師制度に対して医師から

直接積極的アプローチをしていただけたことも大きな

収穫であるといえる。 

今後、このような取り組みが、多くの医師や薬剤師

の中で行われることで、患者を中心に必要な医療を

選択していくことで、医療制度そのものを健全化でき

るものと考える。 
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Summary 

 

The pharmacokinetic parameters of 130 anti-cancer agents, such as bioavailability, 

unchanged urine excretion rate, volume of distribution, total clearance, free fraction in 

plasma (serum) and ratio of drug concentration in blood to plasma (serum) were 

collected using Japan Pharmaceutical Reference, primary source and secondary source 

in order to identify the factors influencing these parameters.  It was possible to collect 

some or all of the clinical pharmacokinetic parameters in 124 drugs (95.4%).  Rate of 

collection of blood / plasma ratio was low (33.8%), but was high (85.7%) in molecular 

target therapeutic agents of low molecule weight.  The factors determining the 

pharmacokinetic parameters could be successfully analyzed 27 drugs.  Among all the 

drugs, 47 drugs show binding sensitive characteristics (more than 80% bound to 

plasma protein), showing that change rate of the plasma free drug concentration does 

not directly correspond with the observed plasma total drug concentrations in patients 

with organ dysfunction.  It was reconfirmed that the free fraction in plasma (serum) 

plays an essential role in planning the dose of anti-cancer drugs with a narrow 

therapeutic range. 
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目的 

全身適応を目的として投与された薬物は、全身循

環血で目標となる標的組織に運ばれ、効果・作用発

現の引き金となる構造体と結合する。組織中では蛋

白と結合した結合形薬物と蛋白と結合していない非

結合形薬物が平衡状態にあり、そのうち、効果・作用

発現のための構造体と結合するのは非結合形薬物

である。そのため、組織中の非結合形薬物濃度を効

果・副作用の強度や頻度と関連づけることができる。

組織中非結合形薬物濃度と血中非結合形薬物濃度

との間は速やかに平衡状態に到達するため、血中非

結合形薬物濃度が効果・副作用の発現に関連する

指標とすることができる。 

血中総薬物濃度およびその時間推移は薬物動態

の基本的パラメータ値；バイオアベイラビリティ(F)、分

布容積(Vd)、全身クリアランス(CLtot)、によって決定

される。CLtot は腎クリアランス(CLR)と腎外クリアラン

ス(CLeR)に分けて把握できる。更に、Vd、CLR、CLeR

の変化を引き起こす因子は薬物と生体の生理的な構

成要素との相互作用によって規定される。そのため、

Vd、CLtot の値およびそれらの決定因子を明らかに

することは、薬物血中濃度の変化を事前に推定する

こと、また、起こった変化の主要な因子を推定すること

を可能にする。 

しかし、上述したように、血中非結合形薬物濃度が

効果・副作用の発現に関連する指標である。そのた

め、血中総薬物濃度と薬物動態の基本的パラメータ

との関係を血中非結合形薬物濃度に置き換えて、基

本的パラメータの決定因子を明らかにしておくことが

必要となる。しかしながら、このような視点から薬物動

態の基本的パラメータ値が収集され、それらの値をも

とに、各パラメータの決定因子を明らかにする取り組

 
要旨 

 

抗悪性腫瘍剤124薬剤、130薬物の臨床薬物動態パラメータ：バイオアベイラビリティ、未変化

体尿中排泄率、分布容積、全身クリアランス、血漿（血清）中非結合形分率、血中総薬物濃度/血

漿（血清）中総薬物濃度比をインタビューフォームや一次資料あるいは二次資料から収集し、当

該臨床薬物動態の基本パラメータの決定因子の特定を試みた。その結果、124 薬物 (95.4%)で

一部あるいはすべての臨床薬物動態パラメータを収集することができた。また、B/P 値の収集率

は 33.8%と低率であったが、低分子医薬品の分子標的治療剤では、85.7%と高率に収集するこ

とができた。臨床薬物動態の基本パラメータの決定因子を特定できたのは 27 薬物のみであっ

た。臓器機能障害時における血中総薬物濃度の変化がそのまま血中非結合形薬物濃度の変化

として捉えることができない binding sensitive な特徴を示す薬物が 47 薬物であった。安全域の

狭い抗悪性腫瘍剤の適切は投与設計を実施するためには、臓器障害時の血漿（血清）中非結

合形分率値が必要であることが再確認することができた。 
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みは限られており、臨床において臨床薬物動態情報

を有効に適用することの障害の一つとなっている。そ

こで、著者の一人(H.O)は、既に、心房細動治療薬 1）、

脂質異常症治療薬 2）、関節リウマチ治療薬 3）を対象

に、基本的パラメータ値の収集と、それら値に基づき、

血中非結合形薬物濃度の変化を決定している因子

の推定を行ってきた。 

本研究では、抗悪性腫瘍剤を対象に、臨床薬物動

態の基本パラメータを収集し、血中非結合形薬物濃

度の変化を決定している因子を特定することを主要

な目的とした。また、その取り組みを通じて、臨床薬物

動態情報の提供の現況を明らかにすることを副次的

な目的に置いた。 

 

方法 

臨床薬物動態パラメータ値の収集 

2015 年 12 月時点で薬価収載されている薬剤で、

抗腫瘍薬として薬効分類されている抗悪性腫瘍剤

124 薬剤を対象として、成人を対象に算出された臨

床薬物動態の基本パラメータ（以下、パラメータと略

す）値を収集した。 

パラメータ値を収集するために用いた資料は、対

象薬剤の医薬品インタビューフォーム（以下、IF と略

す）とし、IF で収集できなかった場合は、独立行政法

人医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA と略す）

のホームページにおける「医療用医薬品情報検索 

(http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSear

ch/)」にて公開されている製造販売承認時の審議結

果 報 告 書 及 び 申 請 資 料 概 要 （ application for 

approval、以下 AA と略す）を資料とした。IF に掲載

されている情報は AA に記載されている情報の一部

であるが、IF が臨床現場において最も簡便に入手で

きる情報源であることから、第一に IF を情報源とした。

AA には記載されていても IF には記載されていない

場合があるため、次いで AA を情報源とした。IF およ

び AA から収集できなかった場合には PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) に よ る 文

献検索を行い、静脈投与後の薬物動態パラメータ値

が収集できた論文とした。これらの一次資料から静脈

投与後の薬物動態パラメータ値を収集できなかった

医薬品の一部は、緒方宏泰編著、臨床薬物動態学

4)・付表 

(http://pub.maruzen.co.jp/book_magazine/rin

sho_yakubutsu/fuhyo/)丸善（以下、CPK と略す）

に記載された値を引用した（Figure 1）。 

薬物を静脈内投与後の血漿(血清)中総薬物濃度

測定値から推定されたバイオアベイラビリティ（F）、分

布容積（Vd）、全身クリアランス（CLtot）、未変化体尿

中排泄率（Ae(%)）、さらに in vitro 血漿（血清）中非

結合形分率（fuP）のそれぞれの値を収集した。血漿

中総薬物濃度に基づく薬物動態パラメータを全血中

総薬物動態パラメータに変換する際に用いる全血中

総薬物濃度/血漿中総薬物濃度比（B/P）値も同時に

収集した。血中総濃度および血中非結合形濃度の

決定因子を明らかにすること目的としているため、臨

床薬物動態パラメータ値は、原則、健康成人を対象

として得られた値とする。しかし、殺細胞性抗悪性腫

瘍剤の薬理作用の特性上、健常人を対象とした検討

が少ないことから、成人の癌患者を対象とした検討か

らも各パラメータ値を収集した。また、Vd あるいは

CLtot が体重あたりあるいは体表面積あたりで表記さ

れている場合は、体表面積あるいは体重をもちいて

絶対値を算出した。なお、本報告では各薬物の薬物

動態上の決定因子を特定することを主目的に置いて

いるため、日本人の平均体重および平均体表面積 5)

に近い、体重 60 kg、体表面積 1.6 m2 を用いた。 

F は同一被験者における静脈内投与によって得ら

れた AUC（AUCiv）と治療で用いられる投与経路によ

って得られた AUC（経口投与の場合：AUCpo、皮下

注投与の場合：AUCsc、筋肉内投与の場合：AUCim）

の比から算出した。 

 

F = AUCpo / AUCiv（経口投与の場合） 

F = AUCsc / AUCiv（皮下注投与の場合） 

F = AUCim / AUCiv（筋肉内投与の場合） 

 

Vd の値は、血漿中総薬物濃度の対数値の時間推

移が 1 相性を示すか、2 相性以上の推移を示すかに

よって、表現する内容が異なる。治療が行われる状況

における血中総薬物濃度の動きに主に関与する分
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Figure 1, パラメータ値収集のためのフローチャート 

布容積を採用した。 

静脈投与後により得られた CLtot が報告されている場

合は、その CLtot 値を採用した。また、静脈投与後に

より得られた AUC（AUCiv）と投与量（D）のみが報告

されている場合は、次式によって算出した。 

 

CLtot  ＝ D / AUCiv 

 

静脈投与後により得られた Ae(%)が報告されてい

る場合は、その Ae(%)値を採用した。なお、この場合、

尿中未変化体排泄量がほぼ全量、収集されているこ

とが必要であるため、薬物の血中半減期の 4 倍以上

の時間にわたり検討されている値とした。CLtot と CLR

が測定されている場合は、次式より Ae(%)を算出し

た。 
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Ae(%) = (CLR / CLtot)・100 

 

臓器 x のクリアランス(CLx)は CLtotを CLRと腎外ク

リアランス(CLeR)にわけ、原則、CLeR の値を肝クリア

ランス（CLH）値と仮定した。なお、CLtotとCLRの差の

値を CLeR とした。 

fuP は、血漿（血清）中蛋白結合分率として報告さ

れている場合は、次式より算出した。 

 

fuP＝1-［血漿（血清）中蛋白結合分率］ 

 

薬物は、全身循環血の全血で臓器、組織に運ば

れるため、分布容積、臓器クリアランスの決定因子に

関する考察は、全血液中総薬物濃度から算出された

値から行う必要がある。しかし、現在、薬物動態研究

の殆どは血漿（血清）中総薬物濃度をもとに行われ、

分布容積、臓器クリアランスのそれぞれの値が報告さ

れている。薬物が血球に分布しない場合であれば、

血漿（血清）中総薬物濃度から求められたパラメータ

を血漿（血清）容量あるいは血漿（血清）流速を対象

に評価することで、正確に決定因子を推定することが

可能である。しかし、薬物が血球にも分布している場

合には、血漿（血清）容量あるいは血漿（血清）流速

を対象に評価すると、パラメータ値が大きく見積もら

れる。この乖離を無くすために、全血中総薬物濃度/

血漿中総薬物濃度比（B/P）を用いて、血漿（血清）

中総薬物濃度によって算出された分布容積、臓器ク

リアランスを全血液中総薬物濃度によって見積もられ

た値に変換することが必要であり、全血液中総薬物

濃度に基づいて算出されたパラメーラ値を以下の式

より算出した。 

 

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

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

 

Vd(p)、CLX(p)は血漿（血清）中総薬物濃度を用いて

算出されたパラメータを示し、Vd(b)、CLX(b)は全血

液中総薬物濃度に基づいて算出されたパラメータを

示す。 

B/P 値は全血中総薬物濃度/血漿（血清）中総薬

物濃度比として報告されている場合は、その値を B/P

値として採用した。血球中総薬物濃度と血漿（血清）

中総薬物濃度との比（Bc/P）として報告されている場

合は、次式により B/P 値への変換を行った。なお成

人男性のヘマトクリット値（Hc）は 40~48%程度が正

常値である 6)が、本報告では、薬物動態基本パラメー

タの主要な決定因子を特定することを主目的としてい

ることから、簡略的に Hc = 0.5 とした。 

 

B/P = Hc･[ (Bc/P) - 1] +1 

 

また、血球移行分率が報告されている場合は、次

式により B/P 値への変換を行った。 

 

B/P = (1 - Hc) / (1- 血球移行分率) 

 

血漿（血清）中非結合形分率は以下の式で全血中

非結合形分率(fuB)に変換することが可能であるが、

fuB の変化率と fuP の変化率は同一となるため、薬

物の全血液中非結合形分率に基づく薬物動態の特

徴付けは血漿中非結合形分率(fuP)の値に基づいて

行った。 

 

fuB = ( (1 – Hc) / (B/P))・fuP 

 

収集したパラメータ値をもとに Table 1 の基準に従い

特徴づけを行い、血中総薬物濃度および血中非結

合形薬物濃度に基づく分布容積と臓器クリアランスの

決定因子を特定した。各パラメータの特徴づけ及び

決定因子の特定は以下の通りとした。 

 

消失臓器の特定 

Ae(%)が 70%以上であれば、全身循環血中に到

達した薬物のうち 70%以上が腎排泄によって消失す

るため、全身クリアランスを次式で表した。 

 

CLtot = CLR：腎排泄型 

 

 

日本アプライド・セラピューティクス学会の許可無く本誌の転載・転用を禁止します。



Vol.8 No.1(2016) - 40 -

Table 1 The factors determining the pharmacokinetic parameters of volume of distribution and 

clearance 

また、Ae(%)が 30%未満であれば、70%以上の薬

物が肝消失によって消失するため、全身クリアランス

を次式で表した。 

CLtot = CLH：肝消失型 

一方、Ae(%)が 30~70%であれば、肝消失と腎排泄

の両方の機構によって薬物が消失するため、全身ク

リアランスを次式で表した。 

CLtot = CLH + CLR：中間型 

ただし、肝消失および腎排泄以外が主たる消失機構

の薬物における全身クリアランスは腎外クリアランスと

し、次式で表した。 

 

CLtot = CLeR 

 

分布容積を決定している因子の特定 

体内薬物量の 70%以上が細胞外液に分布する場合

は、体内薬物量は主に細胞外液にのみ分布している

ため、体内薬物量を定義し、次式のように表した。 

 

Ab = Vp・Cb = Vd・Cb 

Vd = Vp：体内薬物量の 70%以上が細胞外液に分布 

 

この場合、おおよそ、Vd(b)が 20 L 未満とした。こ

こで、Vp は細胞外液容量、Cb は全血中総薬物濃度

をそれぞれ示す。 

一方、体内薬物量の 70%以上が細胞内液に分布す

る場合は、体内薬物量は主に細胞内液に分布してい

るため、次式のように表した。 

 

Ab = VT・CT = VT･(CTf / fuT) = VT･(Cbf / fuT) = 

VT･（Cb・fuB / fuT） = Vd・Cb 

CTf ≒ Cbf と仮定する。 

Vd = （fuB / fuT）・VT：体内薬物量の 70%以上が細

胞内液に分布 

 

この場合、おおよそ、Vd(b)が 50 L 以上とした。こ

こで、VT は細胞内液容量、CT は細胞内液中総薬物

濃度、CTf は細胞内液中非結合形薬物濃度、Cbf は

全血中非結合形薬物濃度、fuT は細胞内液中非結

合形分率をそれぞれ示す。 
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Figure 2. 分布容積の決定因子を推定するためのフローチャート 

また、体内薬物量の 30~70%が細胞内液に分布

する場合は、Vd の大きな変化率をもたらす明確な決

定要因はなく、変化しにくいため、次式のように表し

た。 

 

Vd ＝ Vd：中間型 

 

B/P 値の報告がない場合には、Hc 値を 0.5 と仮定

すると、B/P の最低値は 0.5 となる。そのため、Vd(p) 

< 10 L の場合は、薬物は主に細胞外液にのみ分布

しているとした。 

分布容積の決定因子の推定と決定因子が特定でき

ない理由を Figure 2 のフローチャートのように静脈

投与後の Vd 値、B/P 値、fuP 値の順にそれぞれの

収集の有無に従って特定した。 

臓器クリアランスを決定している因子の特定 
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全身循環に到達した薬物は血流によって各臓器

に運ばれ、消失する。そのため、薬物が消失するた

めには、①各臓器に運ばれる過程、②組織に分布す

る過程、③各臓器で消失する過程、を経て体内から

消失する。このように連続的な過程を経て消失する場

合、薬物の体内からの消失速度はこれらのうち最も遅

い過程（律速過程）の速度となる。通常、②は律速過

程とはならないため、①か③のどちらかが律速過程と

なり、どちらであるかは次式のように薬物の各臓器で

の抽出比（E）で判断した。 

 

臓器 X に運ばれる速度 ＝ QX・Cba 

臓器 X での消失する速度 ＝ CLX・Cba 

 

ここで QX は臓器 X の血流速度、Cba は臓器 X の

動脈血中総薬物濃度をそれぞれ示す。 

臓器 X における運ばれてくる速度に対する消失す

る速度の比を抽出比（EX）とし、次式で算出したた。 

 

EX = CLX・Cba / QX・Cba ＝ CLX / QX 

 

EX が 0.7 以上の場合、運ばれてきた薬物が殆ど血

液からは消失していることを示しており、臓器に運ば

れる速度（血流速度）が律速過程となっていることを

示すため、血流速度がクリアランスとした。 

 

消失速度 = QX・Cba = CLX・Cba 

CLX = QX：血流速度依存性を示すクリアランス 

 

QXは臓器Xを通過する全血流速度であり、腎臓で

は 1,200 mL/min、肝臓では 1,600 mL/min を用い

た。 

一方、EX が 0.3 未満では、運ばれてきた薬物が殆

ど血液からは消失せず、臓器を通過していることを示

しており、臓器での消失する過程が律速過程となって

いることを示すため、消失速度を次式で表した。 

 

消失速度 = CLintX・CTf = CLintX・Cbvf = CLintX・

Cbv・fuB = CLX・Cba 

 

臓器を通過しても薬物が殆ど血液からは消失しな

いことから、動脈血中と静脈血中の総濃度が同等

（Cba = Cbv）と考え、次式のようにクリアランスを表し

た。 

 

CLX = fuB・CLintX： 消失能依存性を示すクリアラン

ス 

 

ここで CLintX は臓器 X の消失固有クリアランス、

CTf は臓器 X の組織中非結合形薬物濃度、Cbvf は

臓器 X の静脈血中非結合形薬物濃度、Cbv は臓器

X の静脈血中総薬物濃度を示す。 

また、EX が 0.3~0.7 の場合は、CLX の大きな変化率

をもたらす明確な決定要因はなく、変化しにくいた

め、 

CLX = CLX：中間型を示すクリアランス 

と表した。 

B/P 値の報告がない場合には、B/P 値の最低値を

0.5 として、CLH(p) < 240 mL/min の場合および

CLR(p) < 180 mL/min の場合には、それぞれ消失

能依存とした。 

臓器クリアランスの決定因子の推定と決定因子が

特定できない理由を Figure 3 のフローチャートのよう

に、静脈投与後の CLtot 値、Ae(%)値、B/P 値、fuP

値の順にそれぞれの収集の有無に従って特定した。 

 

経口クリアランスを決定している因子の特定 

経口投与量（D）と経口投与後に得られた AUC

（AUCpo）、経口クリアランス（CLpo）の関係は以下の

ように表した。 

 

D = (CLtot / F)・AUCpo ＝ CLpo・AUCpo 

CLpo = CLtot / F 

 

F はバイオアベイラビリティで、次式で表した。 

 

F = Fa・Fg・Fh 
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Figure 3. 臓器クリアランスの決定因子を推定するためのフローチャート 

Fa は小腸上皮細胞への移行分率、Fg は小腸上

皮細胞通過分率、Fh は肝通過分率を示す。このうち、

Fa・Fg をまとめて Fa と表した。 

 

F = Fa・Fh 

 

主に腎臓から消失する薬物の場合は,肝臓での消

失は受けずに全身循環に到達し、腎臓で排泄される。

そのため、静脈内投与時と同様に腎臓での抽出比

（ER）をもとに考えるため、以下の式ように表した。 

 

ER が 0.3 未満の場合：CLpo ＝ fuB・CLintR / Fa 

ER が 0.7 以上の場合：CLpo ＝ QR / Fa 

 

一方、主に肝臓から消失する薬物の場合は、吸収

された薬物がすべて直接に肝臓に運ばれてくるため、
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Figure 4. 経口クリアランスの決定因子を推定するためのフローチャート 

薬物が肝臓に運ぶ過程が律速になることはなく、消

失過程が律速となり、経口クリアランスは、肝臓での

消失能に依存する。 

 

CLpo = fuB・CLintH / Fa 

 

経口クリアランスの決定因子の推定と決定因子を

特定できない理由を Figure 4 のフローチャートのよう

に、Ae(%)値、静脈投与後の CL 値、B/P 値、fuP 値

の順にそれぞれの収集の有無に従って特定した。 

 

非結合形薬物濃度によって定義されるパラメータを

決定している因子の特定 

非結合形薬物濃度によって定義される分布容積

（Vdf）、臓器クリアランス（CLXf）、経口クリアランス

（CLpof）の決定因子は血中総薬物濃度によって定義
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される臓器クリアランス(CLX)、分布容積（Vd）、経口

クリアランス(CLpo)の決定因子から次式を用いて推定

した。 

 

Vdf = Vd / fuB 

CLXf = CLX / fuB 

CLtotf = (CLR + CLeR) / fuB 

CLpof = CLpo / fuB 

 

血中総薬物濃度によって定義される CLX、Vd、

CLpo の変化率と、非結合形薬物濃度によって定義さ

れるCLXf、Vdf、CLpofの変化率は、fuPから算出され

る fuB の変化率が大きいほど両者の乖離が大きくな

る。fuB の変化率は fuP の変化率と同一となるため、

fuP の値に基づいて行った。fuP の変化率は fuP の

絶対値が小さいほど大きいという特徴を有する。そこ

で、血中総薬物濃度によって定義される CLX、Vd、

CLpo の変化率と、非結合形薬物濃度によって定義さ

れる CLXf、Vdf、CLpof の変化率の乖離が無視できな

い条件として fuP値が 0.2より小さい場合とし、その条

件を有する薬物については非結合形薬物濃度によ

って定義される CLXf、Vdf、CLpof を考察対象とす

ることとした。fuP＜0.2 を binding sensitive、fuP＞

0.2 を binding insensitive と し 、 binding 

insensitive の特徴を持つ薬物では、変動を引き起こ

す因子としては fuB の寄与は小さい。 

 

結果 

殺細胞性抗悪性腫瘍剤70薬物、低分子医薬品の

分子標的治療剤28薬物、抗体医薬品の分子標的治

療剤 15 薬物、内分泌治療剤 17 薬物の合計 130 薬

物の臨床薬物動態パラメータ値および B/P 値を

Table 2 に示した。 

テガフール・ギメラシル・オテラシル配合剤およびテガ

フール・ウラシル配合剤についてはギメラシル、オテ

ラシル、ウラシルついても、トリフルリジン・チピラシル

配合剤についてはチピラシルについても同様にパラ

メータ値を収集した。ポマリドミドおよびサリドマイドは、

ラセミ体として投与されるが、それぞれ S 体と R 体に

分けて収集した。 

IF、AA、PubMedによる文献検索およびCPKより、

一部あるいはすべての臨床薬物動態パラメータ値を

収集できた薬剤は 124 薬物 (95.4%)であり、プロカ

ルバジン、シタラビン オクホスファート、ヒドロキシカ

ルバミド、エストラムスチン、ミトタンの 5 薬物はいずれ

のパラメータ値も収集することができなかった。白金

製剤は血中及び組織中の蛋白と結合は不可逆的で

あることから、fuP は 1.0 とした。三酸化ヒ素は、無機ヒ

素（ヒ素(三価)＋ヒ素(五価)）濃度に基づく値を収集し

た。フルダラビンは生体内で直ちに活性代謝物

（2F-ara-A）に変換されるとして、2F-ara-A を静脈内

投与して得られるパラメーラを収集した。イリノテカン

の活性代謝物である SN-38も静脈内投与によって得

られるパラメータ値のうち fuP のみ収集することができ

た。ノギテカンは生体内でラクトン環が開環したジヒド

ロキシ体（開環体）と可逆的な平衡状態で存在してい

るため、ノギテカン及び開環体の合計の総ノギテカン

濃度に基づき算出されたパラメータ値を収集した。抗

体製剤の Ae(%)は「バイオテクノロジー応用医薬品の

非臨床における安全性評価」に沿って検討されてい

ないことが多いが、いずれも 0 とした。また、fuP はい

ずれも 1.0 とした。ドキシフルリジンのパラメータ値は

カペシタビンの AA より収集することができた。 

得られたパラメータ値の情報源について Figure 1 に

示す。130 薬物の各 6 つのパラメータ（合計 780 パラ

メータ）のうち 287 パラメータ(36.8%)が収集できなか

った。IF より 350 パラメータ (44.9%)を収集できた。

IF で収集できず AA により収集できたパラメータ数は

59 (7.6%)、IF および AA で収集できず PubMed に

より検索した文献により収集できたパラメータ数は 22 

(2.8%)であった。これら 3 つの情報源からも収集する

ことが出来なかった薬物の内、CPK より収集できたパ

ラメータ数は 32 (4.1%)であった。IF だけですべての

パラメータ値を収集できたのは 3 薬物（クロファラビン、

ノギテカン、テムシロリムス）のみであった。Ae(%)、

Vd、CLtot および fuP の 4 つのパラメータ値を収集す

ることができたのは、56 薬物 (43.1%)であった。B/P

値は 44 薬物 (33.8%)で収集することができ、上記 4

つのパラメータと B/P 値の 5 つのパラメータを収集で

きたのは 15 薬物 (11.5%)であった。殺細胞性 
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Table 2 Pharmacokinetic parameters and BP value of Anti-Cancer Agents 
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抗悪性腫瘍剤、低分子医薬品の分子標的治療剤、

抗体医薬品の分子標的治療剤、内分泌治療剤の

B/P 値の収集率は、それぞれ 15/70 (21.4%）、24/28 

(85.7%)、0/15 (0%)、5/17 (29.4%)であり、低分子医

薬品の分子標的治療剤が最も高率であった。 

各薬物の血中総薬物濃度および血中非結合形薬物

濃度の変化を規定する因子の推定を行い、その結果

を Table 3 に示した。テムシロリムスとシロリムスは全

血中総薬物濃度に基づくパラメータ値 

を収集できたため、決定因子を検討する際に B/P 値

での補正は必要なかった。 

fuP は 113 薬物 (86.9%)で収集でき、そのうち、

binding sensitive (fuP<0.2)の特徴を有するものは

47 薬物であった。 

血中総薬物濃度を決定している分布容積（Vd）と

全身クリアランス（CLtot）の決定因子を推定できたの

は、それぞれ 45/130 (34.6%)、40/130 (30.8%)であ

った。また、血中非結合形薬物濃度の変化を決定し

ている分布容積（Vdf）と全身クリアランス（CLtotf）の決

定因子を推定できたのは、ともに 43/130  (33.1%)

であった。全ての決定因子を推定できたのは 27/130 

（20.8%）であった。 

Vd の決定因子を推定できなかった理由は、静脈投

与時の Vd 値を収集できない(ND1, 43/130)、B/P 値

を収集できない（ND3, 42/130）であり、同様に Vdf で

は、静脈投与時の Vd 値を収集できない（ND1, 

43/130）、B/P 値を収集できない（ND3, 42/130）、

Vd の特徴づけは可能であったが fuP を収集できな

い（ND4, 2/130）であった。(Figure 2) CLtot の決定

因子を推定できなかった理由は、静脈投与時の

CLtot 値を収集できない（ND1, 43/130）、Ae(%)を収

集できない（ND2, 22/130）、B/P 値を収集できない

（ND3, 22/130）、臓器クリアランスの特徴づけは可能

であったが fuP 値を収集できない（ND4, 3/130）であ

り、同様に CLf では、静脈投与時の CLtot 値を収集で

きない（ND1, 43/130）、Ae(%)を収集できない（ND2, 

22/130）、B/P 値を収集できない（ND3, 22/130）で

あった。(Figure 3) 

経口投与される 61 薬物のうち 18 薬物 ((29.5%)

の経口クリアランスの決定因子を推定することができ

た。推定できなかった理由は、すべて Ae(%)を収集

できない（ND2）ことによった。（Figure 4） 

 

考察 

個々の患者の病態に等に応じた適正な薬物療法

を行うためには、原理的には血中非結合形薬物濃度

の変化を把握し、投与量と投与間隔を設定する必要

がある。しかし、binding insensitive な特徴を持つ

薬物については、血中総薬物濃度の変化率と血中

非結合形薬物濃度の変化率との間の差異は臨床上

無視できる程度であるため、血中総薬物濃度の変化

を把握することで対応ができる。一方、 binding 

sensitive な特徴を持つ薬物については、血中総薬

物濃度の変化率と血中非結合形薬物濃度の変化率

との間の差異は臨床上無視できず、血中総濃度の変

化に基づく治療計画立案では判断を誤る危険性があ

る。しかし、血中非結合形薬物濃度の変化あるいは

血中総薬物濃度の変化の可能性を把握するために

は、パラメータ値に基づくこれらの決定因子を考察す

る必要がある。本研究では、腫瘍用薬に分類されて

いる 124 薬剤、130 薬物について臨床薬物動態パラ

メータ値を収集した。平成 11 年 9 月分より PMDA の

ホームページ「医療用医薬品情報検索」において、

AA が公開されており、IF では収集することができな

かった場合に、一部の薬物については臨床薬物動

態パラメータ値が収集可能であった。このことから、製

薬企業は承認申請時に薬物動態パラメータに関する

情報を把握しているが、IF には記載しないケースが

あることが明らかとなった。添付文書の内容を補完す

る情報として IF が位置付けられている 7)が、臨床薬

物動態に関する基本情報が存在しているにも拘わら

ず IF に記載されないことは、残念なことである。一方、

AA が公開されていない、あるいは AA にも記載され

ていない薬物については PubMed による文献検索

により一部の薬物は収集可能であった。それでも記

載が無い場合には、CPK を参照することでさらに収

集可能であった。 

B/P 値については、緒方や川名らが示した心房細動

治療薬 1)や脂質異常治療薬 2)、関節リウマチ治療薬

3)での検討結果と同様に、収集できた薬物の比率は 
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Table 3 Factors determining pharmacokinetic parameters of Anti-Cancer Agents 
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低かった。しかし、薬価収載が 2010 年以降の薬物に

ついては 2010 年以前と比較して高率に収集すること

が可能であり、IF に掲載されている薬物は 13 薬物

（アザシチジン、クロファラビン、ノギテカン、トリフルリ

ジン、チピラシル、エルロチニブ、エベロリムス、ニロ

チニブ、パゾパニブ、シロリムス、スニチニブ、テムシ

ロリムス、エンザルタミド）であった。 

効果や副作用に主に関係している AUC や繰り返

し投与時の定常状態平均血中濃度は全身クリアラン

スによって決定される。CL および CLf の決定因子を

推定できたのはそれぞれ 30.8%および 33.1%のみで

あった。静脈内投与後のCLtotおよびAe(%)が求めら

れていないというのが主な理由であった。これらの理

由により、経口投与される薬物の経口クリアランスの

決定因子も同様に推定することができなかった薬物

が相当数にのぼった。 

白金製剤は、血中のグルタチオンやアルブミン、グロ

ブリンなどの低分子物質や高分子蛋白質と不可逆的

に結合することが報告 8)されており、限外ろ過で除去

される高分子付加体と、除去されない低分子付加体

を含んでいる。そのため、未変化体薬物はすべて非

結合形薬物であるため、fuP は 1.0 とした。カルボプ

ラチン、ミリプラチン、ネダプラチン、オキサリプラチン

の IF では、総白金濃度や限外ろ過したろ液中の白

金濃度を測定しており、非結合形白金濃度を測定し

ていないと考え、パラメータ値として採用しなかった。

また、シスプラチンは血中あるいは組織中の蛋白質と

の不可逆的な結合が主な消失機構であるため、腎外

クリアランスを主な機構とした。 

また、抗体医薬品は、内因性の免疫グロブリンの

代謝過程と同様に細網内皮系に取り込まれた後に加

水分解されると考えられるため、腎外クリアランスを主

な消失機構とした。 

殺細胞性抗悪性腫瘍剤である 70 薬物のうち 15 薬物 

(21.4 %)および低分子医薬品の分子標的治療剤で

ある 28 薬剤のうち 21 薬剤 (75.0 %)が binding 

sensitive (fuP < 0.2)の特徴を有していることが分か

った。これらの薬物のうち、血漿アルブミンに主に結

合している場合では、肝機能障害時のアルブミン合

成能の低下や腎機能障害時のたんぱく尿の出現な

どにより血漿中非結合形分率が上昇する可能性があ

る。さらに、α1-酸性糖タンパク質（以下、AGP と略

す）に結合する薬物では、腎機能障害時に AGP 濃

度が上昇し、血漿中非結合形分率が低下する可能

性がある。binding sensitiveの特徴を示す薬物では

血漿中非結合形分率が変化することで、血中総薬物

濃度と血中非結合形薬物濃度の変化率の大きさや

変化の方向に乖離が生じる。そのため、総濃度の変

化による投与設計では、投与量が過剰あるいは不足

になることが予想される。 

イマチニブは平成 24 年 4 月より特定薬剤治療管

理料算定対象薬物に指定された。イマチニブの

Ae(%)は5%で肝消失型薬物 9, 10)である。fuPが0.05

であり binding sensitive な特徴を示し、結合蛋白濃

度の変化によって血漿中非結合形分率が変化する

可能性がある。主に AGP とアルブミンと結合する 11, 

12)と報告されているが、fuP の変化に寄与している蛋

白質がどちらかは明らかでない。イマチニブは慢性

骨髄性白血病 13)ではトラフ値が 1,000 ng/mL 以上、

消 化 管 間 質 腫 瘍 （ Gastrointestinal Stromal 

Tumor；GIST）14)では 1,100 ng/mL を目標濃度とさ

れている。この目標濃度は総薬物濃度であるが、効

果と副作用に関係している非結合形薬物濃度の変

化を考える必要がある。腎機能障害患者 15)と肝機能

障害患者 10)を対象としたイマチニブの体内動態が

血中総薬物濃度値を対象に報告され、非結合形薬

物濃度の変化は測定されていない。そこで、上述した

解析により非結合形薬物濃度の変化の可能性につ

いて考察を行った。軽度腎機能障害では、AUCpo が

1.51 倍上昇している。この機序は血漿非結合形分率

がほぼ変化ない（0.98 倍）ことから、CLintH のみが低

下（0.68 倍）したと考えられる。このことから、非結合

形薬物濃度も総薬物濃度の変化と同様と考えられる。

また、中等度腎機能障害では、血漿中非結合形分率

の低下（0.75 倍）が測定されていることから、結合蛋

白は AGP であることが推察される。中等度腎機能障

害では腎機能正常と比較して血中総薬物濃度の

AUCが 2.01倍上昇している。この機序は、腎機能低

下に伴う AGP 濃度上昇による血漿中非結合形分率

の低下（0.75 倍）と CLintH の低下（0.66 倍）が同時に

日本アプライド・セラピューティクス学会の許可無く本誌の転載・転用を禁止します。



Vol.8 No.1(2016) - 55 -

起きている。この両者を加味して計算すると、血中総

薬物の AUCpo が 2.01 倍上昇しているのに対して、

血中非結合形薬物の AUC (AUCpof)は 1.52 倍しか

上昇していないと推定できる。肝消失型薬物にもかか

わらず、腎機能低下患者で総血中薬物濃度が上昇

しているのは、CLintH の低下と共に fuP の低下に起

因していると推定される。この結果、血中総薬物濃度

に基づく投与量調節では、期待する効果を得られな

い、あるいは、予想以上の副作用がもたらされる可能

性がある。一方、軽度および中等度肝機能障害では、

肝消失型薬剤にもかかわらず血中総薬物濃度の

AUCpoはそれぞれ 0.78 倍、0.66 倍に低下している。

fuP は報告されていないが、肝機能障害時に CLintH

が上昇するとは考えにくいため、fuP の増加が関与し

ていることが推定できる。AGP は肝機能障害時には

合成阻害により、血漿中濃度が低下する。このことか

ら、軽度あるいは中等度の肝機能障害時における血

中総薬物濃度の低下は、fuP の上昇に起因している

可能性が考えられる。しかし、得られている情報から

は、血中非結合形濃度の変化は判断できない。この

結果、腎機能障害時同様に、総血中薬物濃度に基

づく投与量調節では、薬物治療計画を誤る可能性が

ある。イマチニブのように binding sensitive の特徴

を示す薬剤では非結合形薬物濃度の推定あるいは

測定が必須といえる。 

しかし、binding sensitive な特徴を有する 46 薬

物の中で、臓器障害時における血漿（血清）中非結

合形分率が IF あるいは AA に掲載されているのは 2

薬物のみであった。上述のイマチニブと同様に血漿

中非結合形分率が変化している可能性があるにも関

わらず、臓器障害時の血漿中非結合形分率が報告

されている薬物は少ない。また、肝消失型薬物という

理由で腎機能障害患者を対象とした体内動態の検

討を実施していない薬物もあった。臨床薬物動態の

基本パラメータ値を的確に把握し血中薬物総濃度に

捉われず、血中非結合形薬物濃度の変化を推定す

ることが、適切な投与設計を行うために重要と考え

る。 

 

 

結論 

抗悪性腫瘍剤 124 薬剤、130 薬物の臨床薬物動

態パラメータ：バイオアベイラビリティ、未変化体尿中

排泄率、分布容積、全身クリアランス、血漿（血清）中

非結合形分率、血中総薬物濃度/血漿（血清）中薬物

濃度比のそれぞれの値を収集した。その結果、124

薬物 (95.4%)で一部あるいはすべての臨床薬物動

態パラメータを収集することができた。また、B/P 値は

44 薬物 (33.8%)でのみの収集に留まった。130 薬

物の各 6 つのパラメータ（合計 780 パラメータ）のうち

IF あるいは AA により収集できたパラメータは 52.6%

であり、製薬企業からの臨床薬物動態基本情報の提

供は改善の余地があった。決定因子の特定ができた

のは、27 薬物のみであり、特定できなかった理由は、

1）静脈投与が行われておらず Vd や CLtot、Ae(%)

が得られていない、2）B/P 値が得られていない、が主

であった。また、binding sensitive な特徴を示す薬

物は 46 薬物 (35.4%)であり、低分子医薬品の分子

標的治療薬に多い傾向が認められた。副作用出現

により QOL の低下が著しい抗悪性腫瘍剤を適切に

投与設計するためには、臨床薬物動態パラメータの

決定因子を特定することが必要である。また、臓器障

害時において血漿（血清）中非結合形分率の測定と

血中非結合形薬物濃度の変化を推定することが重要

である。 

 

【利益相反】 

本発表に関連して、開示すべき利益相反はありませ

ん。 
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