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要　旨
　digoxin投与を行っていた患者に対して、薬物血中濃度測定と薬物動態速度論を用いた予測

血中濃度等の算出、心電図（ECG）および臨床症状の変化により投与量の調節を行った結果、

同調律を維持し、良好なコントロールが得られた１症例について評価、検討を行った。薬物血

中濃度の数値的評価に加え、経時的心電図変化および臨床経過を併合して評価を行うことによ

り、digoxin中毒に対する迅速な対応と、血中濃度の低下に伴う発作性心房細動（paroxysmal 

atrial fibrillation:PAF）の出現に対し、速やかに至適量のdigoxinを再開し、洞調律維持を図

ることができた。TDMを導入し、予測血中濃度を考慮してECGを併合して評価を行うことは、

安全かつ有効な薬物治療に寄与するばかりでなく、在院日数の短縮に貢献できる可能性がある。
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【緒言】
　digoxin投与患者に薬物血中濃度測定と薬物動態
速度論を用いた予測血中濃度等の算出及び12誘導
心電図上の経時的変化により投与量の調節を行った
結果、洞調律の良好なコントロールを得られた1症例
について評価、検討を行ったので報告する。

【症例】
　84歳女性。食欲不振、ふらつき、意識消失発作
を主訴に来院した。発作性心房細動（paroxysmal 
atrial fibrillation:PAF）、高血圧症、胃潰瘍等にて
他院通院中で、普段からふらつきがあり経過観察し
ていた。来院5日前には数秒間の意識消失発作があ
り、目の前が黄色や白く見えるなどの視覚障害も出
現していた。約2年前にも同様の発作で外来受診の
既往があり、ECG上Ⅰ度房室ブロックを認めたが、
今回増悪傾向にあり経過観察目的にて入院となった。

入院時身体所見
意識清明　血圧122/68mmHg　脈拍数64回/分　
体温36.3度　身長152cm　体重38kg
眼瞼結膜貧血(−)　眼瞼角膜黄染(−)　
胸部聴診上心雑音(−)　ラ音(−)　
腹部所見異常(−)　下肢浮腫(−)　
神経学的異常所見(−)

入院時検査所見
白血球数：9400/mm3　赤血球数：381×104/mm3

ヘモグロビン量：11.6 g/dL　
ヘマトクリット値：35.1%　
血小板数：13.4×104/mm3　総蛋白：6.6  g/dL　
アルブミン：3.0 g/dL　T-Bil：0.4 mg/dL　
D-Bil：0.1 mg/dL　AST：15 U/L　ALT：8 U/L
アルカリホスファターゼ：174 U/L　
乳酸脱水素酵素：197 U/L 尿酸：3.9 mg/dL　
尿素窒素：18.7 mg/dL　
血清クレアチニン値：0.76 mg/dL　Na：141 mEq/L
K：3.7 mEq/L　Cl：101 mEq/L　Ca：8.6 mEq/L
CRP：0.73 mg/dL　BNP：43.5 pg/mL 
TSH：2.014 μg/dL　FT3：2.4 pg/mL　
FT4：1.8 ng/dL

尿所見
尿蛋白：（−） 尿糖：（±） ウロビリノーゲン：（±）
ビリルビン：（−） ケトン体：（−） 潜血：（−） 
pH：6.0　尿比重：1.021

心電図
HR：69　Ⅰ度房室ブロック、Ⅱ、Ⅲ、aVF、
V1-6 strain pattern ST depression(+)

心エコー
EF：66%、asynergy(−)、valve：W.N.L.

【方法】
　digoxin血中濃度測定は、真空採血管に採取し

（株）BMLでEIA法により測定した。採血はdigoxin
投与後6時間以内の分布相を避けて採血した。予測
血中濃度及び投与量の算出にはウインターの薬物動
態学の基礎1)および臨床薬物動態学2)からの薬物動
態速度論式を用いた（Fig.1）。ECGはフクダ電子 多
機能心電計、Cardiostar FCP-7541を用いた。

Fig.1 digoxin血中濃度算出関係式

 
【入院後の経過】　入院後の経過をTable.1に示す。
　他院より処方されていた内服薬（Table.2）を確認し
たところdigoxin（0.25mg）1錠、1日1回、朝食後お
よびdigoxin（0.125mg）1錠、1日1回、朝食後が処
方されていた。ECG上、巨大陰性T波（盆状T波）、
PQ間隔の延長、高度房室ブロック等の所見と入院
前の意識消失発作、ふらつき、視覚障害などの臨
床症状を認めた。Fig.1の維持投与量の式を用いて
digoxinクリアランスを求めた。
CLtot=91.4 (L/day)  ----- 式1)
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式1)より予測血中濃度を算出した。
予測血中濃度=[0.375 (mg)×0.7]/91.4 (L/day)=2.9 
(μg/Ｌ) ----- 式2)
　digoxin中毒と診断し、digoxin投与を即日中止し
た。実測値は4.8（μg/L）で予測値よりも高値を示し
ていた。予測値と実測値にかなり違いがあったため、
実測値からFig.1の式を用いて、みかけのdigoxinク
リアランスからクレアチニンクリアランスの推測を行
い、さらに分布容積（Vd）と半減期（t1/2）の推測を
行った。
CLtot= [0.375 (mg)×0.7]/4.8 (μg/L)=54.7 (L/
day)=38 (mL/min) ----- 式3)
CLcr=38 (mL/min)−0.8 (mL/min/kg)×38 
(kg)=7.6 (mL /min) ----- 式4)
式3)、4)より
Vd=[3.8(L/kg)]×[38(kg)]＋3.1×[7.6(mL/min)]= 
168(L)　----- 式5)
式5)より
Kel=54.7 (L/day)/168 (L)=0.33 (day-1) ----- 式6)
式6)より半減期(t1/2)を算出した。
t1/2=0.693/0.33 (day-1)= 2.1 (day) ----- 式7)
式6)の結果から、有効域の1.2 (μg/L)まで低下す
る時間を算出した。
ln(4.8/1.2)/kel =1.39/0.33 (day-1)=4.2 (day) ----- 式8)
　実際には、第1病日のECGではT波やPQ間隔の
延長が見られたが、第2病日では高度房室ブロック
は消失した。また、第3病日の血中濃度は1.3（μg/L）
まで低下し、ECG上は正常化していた。その後、第
6病日には0.4（μg/L）、第10病日には0.2（μg/L）
まで低下していた。しかし、第10病日目でECG（医
用テレメーター）上ではHR=110前後のPAFを認め
たためverapamil（2.5 mg）を投与したが、 HR=90
～ 100台を示した。また、deslanoside（0.2 mg）の
静脈内注射を行ったが除細動効果は認められず、
disopyramide 200（mg/day）を二日間投与した。そ
の後、除細動効果を確認したが、第11病日目に
disopyramideの継続投与ではなく、digitalizaition
の再開を検討した。そこで、心拍数減少作用を期待
して、維持投与量の式を用いて1.5（μg/L）を目標値
に理想投与量を算出した。
54.7 (L/day)×1.5 (μg/L)/0.7＝0.117 (mg/day) ----- 
式9)

式9)の結果から、digoxin [0.125 mg (Tablet)/day]
にて投与開始した。第15病日の血中濃度測定を行っ
たところ（投与開始5日目）0.9（μg/L）を確認しECG
上洞調律を示していた。また、式7)の半減期t1/2=2.1

（day）より投与開始から半減期の4~5倍の時間で定
常状態に達することから、第15病日から3 ～ 6日後
に定常状態に達すると予測した。しかし、再燃も認
められないため、定常状態に到達していることを確
認することなく、第18病日目で退院となった。その後、
往診にて訪問し、退院10日後（投与開始18日目）の
濃度は1.4 （μg/L）を示し、PAFの再燃も認められな
く、良好な状態で経過している。

Table.1 入院後の経過

Table.2 薬歴

【考察】
　強心配糖体はきわめて有用な薬物であるが、毒性
も強く、安全域を確保するためには投与量の設定は
十分な注意が必要である。副作用は主として心臓、
消化管、中枢神経系である。digoxinの薬理作用は
①心収縮力増強作用、②心拍数減少作用、③興奮
伝導遅延作用、④異所性自動能増加による催不整
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脈作用の四つに整理することができる3)。これらは
digoxin血中濃度に依存する作用であるため、血中
濃度測定による管理が必要な薬物である。
　digoxin血中濃度の実測値が予測値より高くなっ
た理由として、本症例における患者の腎クリアランス
が推定値よりも低い可能性が考えられた。入院時か
ら退院までの心電図経過をFig.2-1、Fig.2-2、Fig.3
に示す。入院時の所見ではECG 上、心拍数減少と
PQ間隔の延長、巨大陰性T波（strain pattern ST
低下）が認められ、Ⅰ度房室ブロックを示し、心エ
コー検査ではEF=66%、壁運動、弁異常等は認め
られなかった。上記心電図所見を同様に呈すること
の知られる低K血症は本症例では認められなかっ

た。また、薬歴よりdigoxin中毒の可能性が高いと
考え、予測血中濃度を算出したところ高値を示した
ため、digoxin投与を中止し、補液1000（mL/day）
を行った。ECG上延長していたPQ間隔の短縮、徐
脈傾向からの離脱、症状の改善を認めた。また、約
4.2日で有効域の1.2（μg/L）に低下すると予測した
が、実際には第３病日に有効域の1.3（μg/L）まで低
下していた。これは、1日1000 mLの補液効果の影
響が考えられた。ECGおよび診察所見に加え、血中
濃度の予測値および実測値に基づいた投与量の変更
により洞調律を維持できたことは、digoxin中毒から
の早期離脱と早期退院を可能にしたと考えられる。

Fig.3 ECG測定結果とdigoxin血中濃度

Fig.2-1 12誘導心電図とdigoxin血中濃度 Fig.2-2 12誘導心電図とdigoxin血中濃度
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　20世紀の終盤にかけて、Vaughan Williamsの
分類に基づき治療されていたが、CAST（cardiac 
arrhythmia suppression trail）の大規模臨床試験
の報告では心筋梗塞後の心室期外収縮をIc群の
encainide、flecainideで抑制したところ生命予後が
悪化するという予想外の結果であった。これを契機
に不整脈の薬剤分類法を見直そうとする試みが始
まった。1990年に第1回Sicilian Gambit会議が行
われ、Vaughan Williamsの分類に代わるものとし
て提案されている。我が国でも1996年からSicilian 
Gambitに基づいた新しい不整脈治療に対する試み
が始まり、2000年3月にCD-ROM版「抗不整脈薬
物治療のガイドライン」が発表され4)、2002年には
CD-ROM版の実用性を検証したJapanese Guideline 
for Arrhythmia Management By Individual Therapy

（J-GAMBIT）が 行 わ れ 5)、2007年 には Japanese
Rhythm Management Trial Fibrillation （J-RHYTHM）
が 発 表されている6)。 本 症例において、PAFの
再出現に対して心拍数調節（レートコントロール）
を目的としてverapamilの投与が行われた。次に
deslanoside、再度verapamilの投与を行ったが、停
止効果は認められず、洞調律維持（リズムコントロー
ル）を目的としてdisopyramideの投与により停止効果
が得られた。Vaughan Williamsの分類ではⅠa,Ⅰc,
Ⅲ群、Sicilian GambitではNaチャネル遮断薬が第
一選択としており、ナトリウムチャネルからの解離速
度の遅いdisopyramideはこの分類に相当し、ガイド
ラインと一致する結果であったと考えられる4)。
　しかし、digoxin血中濃度とECG 上の経過は明
確に相関を示しており（Fig.3）、digoxin血中濃度推
移変化とECGの経時的変化を併合した評価からジ
ギタリスには洞調律維持効果があると判断し、再
発 予防としてdisopyramideの継続投与ではなく、
digoxinの再投与を行った。これに関して、レートコ
ントロール達成後の管理としてリズムコントロールと
レートコントロールの長期予後を比較した幾つかの
大規模試験では、いずれも生命予後やQOLに差を
認めなかった。また、再発予防チャネルターゲット
としてCTAF7) やAFFIRM8)などの大規模臨床試の
結果では、Naチャネル遮断薬とKチャネル遮断薬
の再発予防効果に差がない結果であった。さらに、
AFFIRMではレートコントロールよりもリズムコント

ロールにおいて予後が悪い傾向にあり、レートコント
ロールに容認性が高いとの報告であったが 9)、本邦
のJ-RHYTHMの報告ではリズムコントロール群で容
認性は高いという、相反するものであった。本症例
では、PAFの発症に対し、disopyramideの継続投
与ではなく、本来レートコントロールとして用いられる
digoxin投与により良好なコントロールを得られたこと
は、高齢者や心機能低下例等を含め、幅広く使用で
きる可能性があることが示唆された。血中濃度を単
に数値的なものだけを評価するだけでなく、ECG上
の変化を観察し、予測値、実測値の併合した評価を行
うことは安全かつ有効な薬物治療に寄与するばかり
でなく、在院日数の短縮に貢献できる可能性がある。
　今後の課題として、ジギタリスに関して、どのよう
な患者背景において洞調律維持効果が得られるか、
更に症例を重ね比較検討していく必要があると考え
られる。また、AFFIRMや他の大規模臨床試験で
は血中濃度とECGパラメーターなどの薬力学指標と
の関係は検討されていない。血中濃度とECGを含
む薬力学指標との関係を個々の患者において評価す
ることは、新たなジギタリスによる薬物治療のEBM
の構築と不整脈に対する新たな治療戦略を生み出す
可能性があると考えられる。
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