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巻頭言
〜 薬剤師によるサルコペニアへの取り組み 〜
超高齢社会を迎え、高齢者も生き生きと活躍できる健康長寿社会が切望されている。こ
の実現には、高齢者の健康寿命の延伸が必要不可欠であり、とりわけサルコペニア・フレ
イルに対する対策が鍵を握る。サルコペニアとは、
「加齢に伴う筋肉量の減少」として提唱
された概念であったが、最近では、加齢に加えて、疾病や長期臥位などの環境により誘発
される進行性及び全身性の骨格筋量及び骨格筋力の低下とそれに伴う身体能力の低下を特
徴とする症候群として認識されるようになってきた。
サルコペニアの存在は、身体機能障害、施設入居、生命予後のリスク因子であり、フレ
イル（Frailty）と呼ばれる虚弱や要介護状態に直結することが明らかにされるようになっ
てきた。また、健康寿命を１年延伸することができれば、８千億～１兆円の社会保障費を
削減できるという試算もあることから、今や大きな社会問題となった増えすぎる社会保障
費を抑制する観点からも、サルコペニアは本邦のヘルスケア対策において緊急かつ最重要
課題の一つである。
国立長寿医療研究センターを中心とする研究班が実施した認知症のリスク要因を分析し
た調査研究では、サルコペニア罹患者の認知症発症リスクは男性、女性のいずれにおいて
も２．１倍であり、この値は糖尿病、心臓病による認知症発症リスクよりも高く、脳卒中
既往歴の発症リスクに匹敵するものであった。このことは、サルコペニアと認知症との密
接な関連性、いわゆる心身相関の重要性を示しており、この点からもサルコペニアに対す
る予防や介入の必要性が示される。
こうした社会情勢や医療環境の変化を反映して、日本老年医学会はもとより、日本肝臓
学会、日本腎臓学会、日本糖尿病学会、日本呼吸器学会など様々な医療系学会でサルコペ
ニアに関するシンポジウムが開催されている。特筆すべきは日本肝臓学会であり、昨年、
二次性のサルコペニアに関する判定基準を世界に先駆けて作成している。また、栄養関連
学会やリハビリ関連学会でもサルコペニアに関する取り組みが急増している。このような
状況下、昨年末には、多職種参加型の日本サルコペニア・フレイル学会が設立された。
骨粗鬆症に関しては、チーム医療の中で、薬剤師による取り組みが活発化しているが、
それとは対照的に、現時点におけるサルコペニアと薬剤師の関わり合いは非常に少ない。
我々が行なった調査でも、地域薬局薬剤師のサルコペニアに対する認知・理解度は非常に
低かった。それを反映して、サルコペニアを意識した処方介入もほとんど実施できていな
い。例えば、高齢者や入院中の臥位者に対して、転倒リスクの高い薬剤を減らしたり、他
の薬剤に変更するなどの処方上の工夫や栄養療法の介入支援などの必要性は認知されてい
るが、これらの介入を最も必要とするのがサルコペニア患者である。今後は、サルコペニ
ア患者により焦点を当てた活動が求められてくると思われる。
薬剤とサルコペニアに関する研究もまだまだ少なく、サルコペニアの特徴である筋萎縮
を誘発・促進する薬剤、いわゆる薬剤性誘発性のサルコペニアの存在が指摘はされてはい
るものの、その実態や現状は未だ明らかにされていない。逆に、既存薬や機能性食品の中
には、筋萎縮を抑制するものが存在すると予想されているが、これに関しても十分な検討
は行われていない。薬剤師が院内・院外を問わずにバイタルチェック・フィジカルアセス
メントを実施するようになってきていることから、今後はこういった観点からの調査研究
も必要になってくるであろう。加えて、地域薬局薬剤師によるサルコペニア予備軍のスク
リーニング、サルコペニア患者を母集団とした薬学的解析など、薬剤師による取り組みは
多岐に渡ることが予想される。今後、サルコペニアに対する薬剤師の活躍を大いに期待し
たい。

熊本大学薬学部
丸山 徹
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要旨
団塊の世代 700 万人が後期高齢者になる 2025 年、日本は未曾有のスーパー高齢者列島にな
る。そのとき薬剤師の役割も院内の多職種チームや、地域との連携の中で大きく変わる。本稿で
はまず国が進めている地域包括ケアシステムと薬剤師の役割について見ていこう。
医薬分業率 70％、保険薬局 5 万４千軒、そこに働く薬剤師数１５万人時代、薬局薬剤師も時代
の転換期にある。2015 年に公表された「患者中心の薬局ビジョン」にもあるように、これからの薬
剤師業務は対物サービルから対人サービスへと転換しなければならない。この事例としてまず薬
剤師の在宅対応について見ていこう。
次に、これまでの診療報酬改定に着目して、チーム医療と病棟薬剤師の関わりの変遷を見てい
こう。2010 年改定以降、栄養サポートチーム加算、精神科リエゾンチーム加算、病棟薬剤業務実
施加算、糖尿病透析予防指導管理料など薬剤師が関わるチーム医療が増えてきた。2016 年改
定でもポリファーマシーが大きな話題となり、薬剤師の減薬における役割が注目された。
さて今後さらなる病棟薬剤師の診療報酬におけるチーム医療を促進していくには、薬剤師業務
の経済評価が欠かせない。本稿ではこの薬剤師の経済評価の事例を示す。というのも最近の中
医協では経済評価が報酬設計上の大きな説得材料となっているからだ。
次に目を米国に転じて、薬剤師の MTM（薬物治療管理）と CDTM（共同薬物治療管理）につ
いてそれぞれ米国の事例を示しながら、その違いについて見ていこう。
そしてわが国においてこうした MTM や CDTM を実現する方策の一つとして薬剤師特定行為
研修の在り方についても提案したい。

Keywords :
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１ 団塊の世代の高齢化と地域包括ケアシステム構

全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防

築

のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援

団塊の世代 700 万人が後期高齢者となる 2025 年、

サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に

日本は世界中のどの国も経験したことのないスーパ

提供できるような地域での体制」としている（参考文献

ー高齢者列島となる。この 2025 年へ向けて、医療・

１）。その際、地域包括ケア圏域については、「おおむ

介護の提供体制の見直しが急ピッチで進められてい

ね 30 分以内に駆けつけられる圏域」を理想的な圏域

る。さて 2014 年 6 月の国会で、この 2025 年へ向け

として定義し、具体的には、人口１万人程度の中学校

た医療と介護の改革法、「地域における医療及び介

区を基本とすることとしている（図表１）。

護の総合的な確保を推進するための関係法律の整
２ 地域包括ケアシステムと薬剤師

備等に関する法律案」（以下、医療介護一括法）が可

また薬局薬剤師の働く環境も大きく変わった。今日、

決成立した。本法は、医療法の改正や介護保険法改
正などをあわせて 19 本の改正案を一括としたパッケ

医薬分業が 2015 年に 70％を超え、量的には拡大し

ージ法となっている。

た。保険薬局数も 57,071（2013 年）となった。そして

この医療介護一括法の最大の政策課題が、「地域

保険薬局に働く薬剤師も 15.3 万人近くになった。さら

包括ケアシステムの構築」に他ならない。さて改めて

に薬学教育が６年生となり、薬剤師の臨床薬剤師とし

地域包括ケアシステムを振り返ってみよう。地域包括

ての資質の向上も期待されている。このように薬局・

ケアシステムとは、「介護が必要になっても、住み慣

薬剤師を取り巻く環境が大きく変化している。このた

れた地域で、その人らしい自立した生活を送ることが

め地域における新たな薬局と薬剤師の役割が求めら

できるよう、医療、介護、予防、生活支援、住まいを包

れている

括的かつ継続的に提供するシステム」のことである。

こうした中、2015 年に厚生労働省より公表された

一言で言えば「エージング・イン・プレース（Aging in

「患者のための薬局ビジョン」においても、2025 年へ

Place）」すなわち「住み慣れた地域で最期まで」とい

向けて地域における薬剤師の役割も大きく変わらな

う考え方と言える。

ければならないことを示唆している。この薬局ビジョン

また、地域包括ケアシステムを定義づけた「地域包

の中で、地域の中での薬剤師の役割が「かかりつけ

括ケア研究会」の報告書によれば、「ニーズに応じた

薬剤師・薬局」として規定された。「かかりつけ薬剤

住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安

師・薬局が持つべき３つの機能」は以下のようである。

図表１ 地域包括ケアシステム
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くれて、減薬が実施されているのをみてそう思った。

①服薬情報の一元的・継続的把握、②24 時間対応・

大須賀先生によると薬剤師が在宅に介入するポ

在宅対応、③医療機関等との連携（参考文献２）。
まず①については患者が受診しているすべての医

イントは病院の退院時カンファレンスと初回訪問にあ

療機関や服用薬を一元的・継続的に把握し、お薬手

るとのことだった。まず退院時カンファレンスには必ず

帳の一冊化・集約化を実施する。また電子版お薬手

連携先の院外薬局の薬剤師と一緒に参加して、医師

帳のような ICT 活用も推進する。②は開局時間外で

の処方意図や患者の服薬状況の情報を共有し、必

も随時電話相談を実施。夜間・休日でも調剤を実施

要があれば院外薬局の薬剤師と初回訪問を一緒に

し、在宅対応にも積極的に関与する。③は処方医に

行い、在宅における服薬指導を開始するという。院外

対して疑義照会や処方提案を実施、処方医への患

薬局にはまだ在宅服薬指導が未経験なところも多い

者状態の情報フィードバック、残薬管理・服薬指導を

ので、こうした初回訪問がそうした院外薬局の教育研

行う。医薬品等の相談や健康相談に対応し、医療機

修にも役立っているという。
こうした訪問で大須賀先生が強調しているのは薬

関に受診勧奨を行う。
薬局薬剤師も地域包括ケアシステムにおいて薬物

剤師が訪問することのメリットだ。薬剤師が訪問するこ

療法の専門家としてのチーム医療の一員としての役

とで残薬の整理や多剤投与（ポリファーマシー）に対

割を担うことが期待されている。

する減薬提案などが医師に対して行える。とくに今回
の 2016 年診療報酬改定では、高齢者の多剤処方に
ついては、以下のような論点が示されている。

３ 在宅医療と薬剤師
以上のかかりつけ薬剤師・薬局が持つべき機能の

高齢者の多剤処方は薬剤有害事象の発現リスクを

なかで、まず在宅対応について見ていこう。先日、東

高め、アドヒアランスの低下と残薬の発生の温床とな

京都世田谷区にある在宅療養支援診療所の桜新町

る。また「高齢者野安全薬物療法ガイドライン 2015

アーバンクリニックの薬剤師さんの大須賀悠子先生

（日本老年医学会）」や「日本版ビアーズ基準」など高

の訪問診療に同行させていただいて見学してきた。

齢者の多剤処方を減少させるためのツールも既にあ

桜新町アーバンクリニックは医師、看護師と薬剤師１

る。こうしたツールを活用して処方薬剤数が減少した

名があわせて 350 名の在宅患者さんを診ている。そ

場合について報酬上の評価を行うことになった。この

の 4 割ががん患者さんでがん緩和ケアの患者さんも

ため薬剤師の減薬提案がますます重要となった。

いる。
大須賀先生が 4 年前に診療所に赴任して、はじめ

４ チーム医療と薬剤師

て在宅訪問を行ったとき驚いたことがあった。それは

在宅での医師、薬剤師、看護師のチーム医療を見

在宅で医師、看護師がお薬カレンダーを準備し、残

てきたが、病棟でも薬剤師を含むチーム医療は盛ん

薬確認を行っていることだった。この作業で訪問時間

だ。とくに病棟のチーム医療は 2010 年ごろから診療

のかなりの部分を取られているのをみて、「なんで薬

報酬改定のたびに新たなチーム医療加算が導入さ

剤師を使わないのだろう？」と思ったという。在宅医療

れている。たとえば 2010 年診療報酬改定では、感染

のかなりの部分が医薬品に係る問題が多い。実際に

防止対策加算、栄養サポートチーム加算、呼吸ケア

著者が同行したときは、すでに大須賀先生が医師、

チーム加算等が導入され、2012 年改定では、病棟に

看護師と３名で訪問診療に携わっていって、お薬のこ

薬剤師を配置する病棟薬剤業務実施加算、精神科リ

とは薬剤師さんの大須賀先生が担当してテキパキと

エゾンチーム加算、糖尿病透析予防指導管理料等

働いていた。その働きをみて思ったのは「やっぱり薬

の様々な加算が導入され、薬剤師もチーム医療の一

剤師さんがいると本当に医師、看護師は助かる」とい

員として活躍している。

うことだ。薬剤師さんが転倒防止の観点から処方提案

病棟薬剤業務実施加算は「薬剤師が病棟におい

をしてくれたり、残薬チェックで不要な医薬品を示して

て勤務医等の負担軽減および薬物療法の有効性、
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安全性の向上に資する薬剤関連業務（病棟薬剤業

った場合に評価を行ったりすることとした。ブラウンバ

務）を実施している場合に、週一回に限り、所定点数

ック運動を行った福岡市薬剤師会によればなんとこ

に 100 点を加算」するというものである。ことのとき以

れによって医薬費が 20％も節減できたという。

下の図表２が中医協に提出された。図表２によれば
５ 薬事師の活動の経済評価

薬剤インシデントの件数は薬剤師の病棟勤務時間が
長いほど減るということが見て取れる。こうした事実を

さてこうした薬剤師の活動をどのように評価して、今

もとに病棟薬剤業務実施加算が診療報酬にも取り入

後のチーム医療加算へとつなげていくべきだろうか？

れられたといえる。

それには中医協でも示されたように薬剤師の活動の

2014 年改定では、この病棟薬剤業務実施加算は、

医療安全における役割や、経済評価を行うことが大

療療養病棟又は精神病棟においては薬剤師は４週

切だ。この事例を米国で行われた薬剤師の活動の評

間の上限が設けられていたが、これを改めて療養病

価事例を見ながら考えていこう。実は米国の病棟薬

棟又は精神病棟において、薬剤師が４週間以降も継

剤師の間では、1990 年代のころ薬剤師の活動の経

続して行っても算定ができることに加算が拡張され

済価値の研究が盛んであった。これを参考までに振り

た。

返ってみよう。

さらに 2016 年改定では、前述したように医師、薬

当時書かれた論文をいつくか紹介しよう。たとえば

剤師がチームでおこなう「減薬」についてさまざまな加

Bond ら文献（参考文献３）では、こうした病棟薬剤師

算がつくようになった。たとえば入院時に多種類の服

の経済効果をレビューして以下のように述べている。

薬を行っている患者に対して退院時に薬剤が 2 種類

「病棟薬剤師と薬剤有害事象の減少には相関がある。

以上減少した場合を評価したり、外来患者で多種類

すなわち病棟薬剤師が多いと薬剤有害事象が減る」、

の服薬を行っている患者に対して受診時に 6 種類以

「病棟薬剤師と入院死亡数の減少には相関がある。

上の薬剤が減少した場合を評価することが始まった。

すなわち病棟薬剤師が増えると入院死亡が減る」、
「病棟薬剤師数と入院医療の総コストには相関がある。

さらに薬局が患者に薬剤を入れるバックを配布し、
患者服用中の薬剤を薬局に持参した際に残薬等の

すなわち病棟薬剤師が増えると入院コストが減る」（図

薬剤管理を行う、いわゆる「ブラウンバック運動」を行

表３）ことを示している。

図表 2 薬剤師の病棟配置時間と薬剤関連インシデント件数
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ころ、平均在院日数は対象群は 8.2 日であったのに
対して対象群は 7.6 日と短縮していた。また１入院あ
たりの薬剤費は対象群は 168 ドル出会ったのに対し
て、介入群では 144 ドルと削減されていた。シミュレ
ーションの結果、薬剤師の介入により１入院あたり
377 ドルの節約となることが分かった。これは薬剤師
の給与１ドルあたり医療費 6.03 ドルの節約になったと
のことだ（Bjornson et al. 1993)。
６ 米国における医師・薬剤師の連携と協働
2015 年に厚労省の「患者中心の薬局ビジョン」に

図表 3 入院医療の総コストと病棟薬剤師数には相

おいても次世代の薬剤師像が提示されている。その

関がある。

新たな薬剤師像は、これまでの調剤中心の対物業務

前述の我が国における 2012 年診療報酬改定では

から、患者中心の対人業務中心へと大きく移り変わる

病棟薬剤業務実施加算が導入されて、病棟薬剤師

ということだ。欧米の地域の薬局をみれば調剤業務は

の配置が評価されるようになった。このときの中医協

すでに自動化していて、日本のように薬剤師が薬剤

でも資料として、病棟薬剤師の配置時間が長ければ

のヒートシールをハサミで切って袋詰めしているような

長いほど病棟における薬剤関連インシデンスが有意

姿はすでにそこにはない。薬剤師の仕事はすでに対

に減少したという資料が提出された。

人業務中心へと移り変わっている。

さてこのほかの病棟薬剤師の経済価値を検証した

ここでは米国の薬局薬剤師に注目して、日本とは

論文を紹介しよう。

大きく異なる薬剤師の業務と、医師と薬剤師の連携

バッファロー総合病院（大学関連病院、850 床）で

や協働について見ていこう。そこには日本の薬局の

は、H２ブロッカーの注射剤から経口剤への変更を薬

未来の姿がある。

剤師が推奨し介入した結果、入院患者 60 名の変更

では米国の薬局薬剤師の業務を見ていこう。何と

前後の医薬品額の削減額から、院内の全対象患者

いっても、欧米の医薬分業の歴史は日本の医薬分業

に実施されたとすれば、医療費節減額は年間 1 万

４０年より圧倒的に長い。こうした長い歴史の中で培っ

5766 ドルに及んだと推計された（Dannenhoffer et

た薬剤師業務のノウハウを見ることは日本の将来の

al 1989)。

薬剤師業務を占う上で参考になる。欧米ではすでに

ハートフォード病院の CICU（12 床）では、原則とし

薬局薬剤師の業務は単なる調剤や服薬指導の域を

て薬剤師の毎日 2.5 時間の回診同行を、期間 1 ヶ月

超えて、患者とその疾患に注目した薬物治療管理の

（1997 年）に 61 回行ったところ、その介入効果、薬剤

時代に移り変わっている。こうした業務のうち今回は

費の減少 3,203 ドル、薬剤費の増加 97 ドル、薬剤

薬 物 治 療 管 理 （ MTM ） と 共 同 薬 物 治 療 管 理

師の賃金 時給 25 ドル×33.5 時間を差し引いても、

（CDTM）を取り上げてみよう。両者は医師との連携

2,219 ド ル の 削 減 に な っ た と い う (White et al.

や協働の上になりたっている。

1989)。
ウオーターリード陸軍病院では、一般外科チーム、

（ １ ） 薬 物治療 管 理 （ MTM ：Medication Therapy

一般内科チーム、血液癌治療チームの医療チームに

Management)

薬剤師が期間 1 年間（1990～1992 年）、参加して対

薬物治療管理（MTM）は、単なる調剤業務に留ま

象患者 1758 名に介入した例と対象として薬剤師が

らず、患者中心のケアプロセスに関わる薬剤師業務

参加していない別チームの患者 1880 名を比較したと

のことである。個々の薬剤に注目するのではなく、薬
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図表 4 アッシュビル総医療費削減効果
分）を市から受け取る。

剤師は薬物療法マネジメントサイクルの全体に関わる。
薬物療法レビューを行い、患者の薬歴、患者の薬剤

このプロジェクトによって患者の服薬アドヒアランス

に関するアクションプランの立案、アドヒアランス等へ

が向上し、5 年間で一人当たり医療費の 34％（2400

の介入、記録とフォローアップ、アウトカム評価などを

ドル）の総額医療費の削減に成功した（図表４、参考

行う。

文献４）。この削減効果の大きな部分は糖尿病の高血

こうした MTM の事例としてよく引用されるのが、ア

糖や低血糖などによる救急受診や入院が減ったこと

ッシュビル・プロジェクトだ。

によるものであった。アッシュビル市としても、この医

アッシュビル・プロジェクトとは米国のノースカロライナ

療費の節減額の方が、先のカウンセリングフィーの薬

州の人口 7 万人のアッシュビル市の薬局薬剤師がノ

剤師への支払いや患者薬剤費の無料化の投資額を

ースカロライナ大学と共に提案した薬物治療管理プ

上回ったので、このプロジェクトはその後、全米に広

ロジェクトのことである。これをアッシュビル市と保険者

がり 100 以上の企業や保険団体がアッシュビル・プロ

団体が採用し、1996 年からスタートした。アッシュビ

ジェクトを採用するに至ったという。

ル・プロジェクトでは、アッシュビル市の薬局や病院の
薬剤師が中心となって患者に積極的な薬物治療管

（ ２ ） 共 同 薬 物 治 療 管 理 （ CDTM:Collaborative

理（MTM）を行い、治療成果と医療費削減効果を得

Drug Treatment Management）

る事に成功した。対象疾患は糖尿病、気管支喘息、

次に共同薬物治療管理（CDTM）について見てい

高血圧、脂質代謝異常症、うつ病の患者で、薬剤師

こう。CDTM は、米国臨床薬学会（ACCP）の定義に

は定期的なカウンセリングを薬局でおこなって患者の

よると、以下の通りだ。「一人以上の医師と薬剤師の

治療支援を行う。参加する薬剤師は事前にトレーニン

間の共同実務契約(CPA：Collaborative Practice

グを受けてその実施にあたる。基本は薬剤師と患者

Agreement)を取り交わし，その契約のなかで，資格

が薬局のカウンセリングルームで向き合って、血糖値、

を付与された薬剤師は，プロトコールとして規定され

血圧を見ながら服薬指導や生活指導を行う。このとき

た内容に沿って働き，患者を評価し，薬物治療と関

の薬剤費やカウンセリングフィーは患者がカウンセリ

連する臨床検査を指示し，医薬品を投与し，投与計

ング継続を条件として市が負担して、患者は無料で

画を選択し，開始し，モニタリングし，継続し，修正す

ある。また薬剤師にはカウンセリングフィー（１～２ドル/

るなどの専門的な責務を担うことが許される」。
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ＣＤＴＭと前述のＭＴＭの違いは、患者に対する薬

事例はミネソタ州のフェアビュー・ヘルス・サービスの

物療法の適正化という目的は同じであるが、MTM は

事例である。フェアビュー・ヘルス・サービスでは、６カ

従来の法律の範囲内で実施でき、必ずしも新たな契

所のプライマリケアクリニックにおいて、1999 年に

約や法律変更を必要としないことにある。一方

CDTM を導入した。特別な訓練を受けた薬剤師は

CDTM は州法の改正が必要であることと、CDTM の

「認定ファーマシューティカルケア・プラクティショナ

方がより多彩な業務が含まれており、医師との事前契

ー」としてフェアビュークリニックの院長と契約を結び、

約を必要とする点が MTM との違いとなる。

クリニックおよび薬局において CDTM を実施した。

ＣＤＴＭの歴史を振り返ると、1970 年代のカリフォ

2004 年 ま で に 、 4000 人 以 上 の 患 者 に 対 し て 、

ルニア州及びワシントン州での制度樹立に始まる。当

12000 件以上の薬物治療に関わる問題を特定し解

時、患者のケアを向上させるために専門的訓練を受

決に導いたという。

けた有資格の薬剤師が薬の処方をすることから始ま

二つ目の事例は、テキサス州のスコット＆ホワイト・

った。そして１９８０年代に上記の州で法案が通過し、

ヘルスプランの事例である。スコット＆ホワイト・ヘルス

薬剤師が医師と共同で作成したプロトコールに基づ

プランでは、当初は糖尿病と心不全が対象とし、その

いて薬剤師が処方することが正式に可能となった。現

後、喘息と高血圧にも実施した。薬局の薬剤師は医

在、このＣＤＴＭを州法で認めていないのはわずかオ

師と契約を締結、薬剤師は加入者と毎月面会し指導

クラハマとアラバマのみという状況になり、全米のほと

を行った。評価については、糖尿病患者については

んどの州で CDTM は実施されている。

比較対照群と比べたところ、血糖コントロールは介入

ＣＤＴＭの現状は、医師及び薬剤師の間で交され

群が良好であった。薬剤費と外来診療費用は増加し

た、ＣＰＡをもとに、薬剤師の行為、行動の手順を定

たが、入院費用が低下したため、トータルでは医療費

め、その役割、手続き及び従うべきプロトコールに基

削減につながった。

づき実践する。この条件のもと、ある一定の診療範囲

三番目の事例はジョージア州のカイザーパーマネ

の下では、薬剤師に限定的な処方権や検査オーダ

ンテ・オブ・ジョージアである。カイザーパーマネンテ・

ー権を医師から移譲されることになる。また薬剤師が

オブ・ジョージアはアトランタ地域の保険者である健

契約やプロトコールに基づいてワクチン接種を行うと

康維持組織（HMO）で、１５医療機関をもつ、加入者

ころもある。

数は２５万人以上を有する。CDTM の対象患者は脂

CDTM の主たる薬剤師業務は、ＭＴＭと同様、高

質異常症、糖尿病、高血圧、冠動脈疾患等である。

脂血症、喘息、抗血液凝固、糖尿病、高血圧等の生

臨床薬剤師とプライマリケア医により事前に患者ごと

活習慣病に関する慢性疾病管理に特化したプログラ

のプロトコールが作成される。プロトコールは２年間有

ムである。

効である。プロトコールには、薬物療法の変更、薬剤

次に CDTM の実施事例を見ていこう。まず最初の

量の変更、検査値のモニタリング、アスピリン治療の
開始のアルゴリズムなどが含まれている。
同プログラムでは医師、薬剤師の情報共有のため
に電子カルテ(EMR)を活用している。検査が必要な
患者、治療目標に達していない患者、医師の診察を
１年以上受けていない患者などを電子カルテ上で特
定できる。患者も電子カルテを閲覧したり、医療者に
メッセージを送ったり、検査結果を見たり、受診の予
約を入れたり、薬剤のピックアップや配送に関する注
文を行うことなどもできる。

図表 5 米国の薬局のワクチンショット
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７ 我が国の現状と日本版 CDTM の提案

れにはまず現状で行われている薬剤師の医師の協

以上、米国の薬剤師像を振り返ってみてきた。実

働の実態を明らかにすることだ。そして、それを一歩

はわが国でも MTM/CDTM の考え方については、

進めて、薬剤師の特定行為区分や研修、登録等を定

すでに 2010 年４月の厚生労働省の医政局通知「医

めるため薬機法の改正も視野に入れて検討してはど

療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進につ

うかと考えている。

いて」として一部、提案がなされている（参考文献５）。
通知では「薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期

【参考文献】

間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師

1) 田中滋ら地域包括ケア研究会 報告書 ～今後

等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づ

の検討のための論点整理～ 地域包括ケア研究

き、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実

会 （平成20年度老人保健健康増進等事業）
2) 厚生労働省 「患者のための薬局ビジョン～「門

施すること」と述べている。
こうした動きに連動して、日本病院薬剤師会では、

前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～」平成
27年10月23日

「プロトコールに基づく薬物治療管理(PBPM:
Protocol-Based Pharmacotherapy

3) C. A. Bond, Pharm.D., FASHP, FCCP,

Management)」を推奨している（参考文献５）。日

Cynthia L. Raehl, Pharm.D., FASHP,

本病院薬剤師会によれば、PBPM とは、医師・薬剤

FCCP Disclosures Pharmacotherapy.

師等が事前に作成・合意したプロトコールに基づき、

2006;26(6):735-747
4) Cranor CW, Bunting BA, Christensen DB..

薬剤師が薬学的知識・技能の活用により、医師等と
協働して薬物治療を遂行することである。PBPM の

J Am Pharm Assoc. 2003;43:173-84.

実践は、薬剤師の専門性の発揮によって薬物治療の

厚生労働省医政局長通知（医政発0430第1号）

質の向上や安全性の確保、さらには医師等の業務負

「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の

担軽減に寄与し、今後のチーム医療の発展に大きく

推進について」 2010年4月
5) 一般社団法人 日本病院薬剤師会「プロトコール

貢献するものと期待される。
この日本の PBPM は医政局通知に基づくもので、

に基づく薬物治療管理（PBPM）の円滑な進め

まだ法改正を伴っていないところから、米国での

方と具体的実践事例（Ver.1.0）」平成28年3月

MTM に近いものかもしれない。これを今後一歩進め

31日

て米国の CDTM レベルまでに高めていくには法改
正が必要だ。これには 2015 年から保助看法を改正
し、医師と看護師の間で事前に取り決めたプロトコー
ルに基づき実施されている看護師特定行為が参考
になる。実は看護師特定行為には薬物療法に関連し
た項目が多い。こうした考え方を薬剤師にも適応して、
薬剤師が行う特定行為区分を明確にして、医師との
間で行為区分ごとの事前プロトコールを定め、そして
医師との間で包括的指示契約を締結しておこなう「薬
剤師特定行為」のような形式で行うことはできないも
のか？
薬剤師特定行為の区分を定め、区分ごとの研修を
行い、医師との間で契約を交わした上で行うことが日
本版 CDTM に当たるのではないかと考えている。そ
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がん性皮膚潰瘍臭改善治療薬メトロニダゾール
（ロゼックス®）ゲル0.75%の薬事承認までの
アプローチを薬剤師が実践して

渡部

一宏

Kazuhiro Watanabe

昭和薬科大学

臨床薬学教育研究センター

〒194-8543

実践薬学部門

町田市東玉川学園3-3165

要旨
乳がんの終末期に見られるがん性皮膚潰瘍は、その外観、滲出液、痛み、出血のみならず強
い不快な臭い（がん性皮膚潰瘍臭）により、肉体的、精神的苦痛を強いられ、Quality of life
（QOL）を著しく低下させる危険性がある。その治療にはニトロイミダゾール系抗菌薬メトロニダゾ
ール（MTZ）が有効であることは古くから知られており、世界保健機関（WHO）や米国臨床腫瘍
学会（ASCO）のガイドラインにおいてメトロニダゾール（MTZ）の局所投与が推奨されている。し
かし、本邦ではメトロニダゾール（MTZ）外用剤は承認されておらず、各施設において独自に病
院薬局製剤として調製し、がん性皮膚潰瘍臭のある患者に適応していたのが現状であった。しか
し，2010 年に日本緩和医療学会及び日本緩和医療薬学会を通じ、厚生労働省「医療上の必要
性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」に対してメトロニダゾール（MTZ）で外用剤の市販化要
望を提出しその妥当性が評価され、2014 年 12 月にロゼックスⓇゲル 0.75％として国内初の「がん
性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減」の効能・効果で薬事承認された。
本稿では、乳がんのがん性皮膚潰瘍臭に苦しむ患者さんの臨床上の問題を解決するために、
メトロニダゾール（MTZ）で外用製剤の基礎及び臨床研究の実践、更にはロゼックス Ⓡ ゲル
0.75％の薬事承認までのアプローチの成果や経験等について解説する。

Keywords :メトロニダゾールゲル、乳がん、がん性皮膚潰瘍、院内製剤、
(Corresponded author: kazunabe@ac.shoyaku.ac.jp)
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際（2003）においてもがん性皮膚潰瘍臭に対して

はじめに

は MTZ の外用による治療が推奨されている

がん性皮膚潰瘍とは、腫瘍の皮膚への浸潤や転

2,3)。

移により起こる潰瘍病変である。その頻度は、過

しかしながら本邦では、MTZ 外用剤は承認されてお

去の疫学調査によれば乳がん、頭頚部がん、食道

らず、各施設において独自に病院薬局製剤として

がん等で見られ、特に乳がんに高く、乳がん患者

MTZ 外用製剤を調製し、がん性皮膚潰瘍臭のある

の約 5～10％といわれる。がん性皮膚潰瘍は、痛

患者に適応しているのが現状であった。

み、多量の浸出液、出血のみならず強い不快な臭
気（がん性皮膚潰瘍臭）等の症状が現れ、肉体的、

院内製剤メトロニダゾール（MTZ）外用製剤のエ

精神的苦痛を強いられている。中でもがん性皮膚

ビデンス構築

潰瘍臭は、患者の自尊心を低下させ、社会的孤立

著者が所属していた聖路加国際病院では、『病院

感を招き、Quality of life（QOL）を著しく低下

薬局製剤 5 版』4)に収載されている 4 種類の MTZ 外

させる恐れがある。がん性皮膚潰瘍臭は、患者本

用製剤のうち、親水軟膏を基剤とした MTZ-親水軟膏

人のみならず家族や患者ケアに従事する医療関係

（以下、MTZ-Oint）と、カーボポールを基剤とした

者にとっても辛く、患者とのコミュニケーション

MTZ-カーボポールゲル（以下、MTZ-Gel）の 2 種類

を煩わしく感じる恐れがあるため、深刻な問題で

を院内製剤として調製し患者に適応していた。調製

ある（写真 1）。

量は多い時にひと月に 30Kg を超えることも多々あっ
た。著者は、がん性皮膚潰瘍患者に、MTZ 外用製
剤を効果的かつ安全に使用してもらうだけでなく、
本製剤を使用している患者のニーズを十分把握し、
そのニーズに呼応した MTZ 外用製剤を調製する
ために、本製剤の品質や安定性に関する製剤学的
な情報や臨床評価情報を得ることが重要であると
考え、院内製剤 MTZ 外用製剤に対する以下のエ
ビデンスを構築した。
まずは、MTZ-Oint 及び MTZ-Gel の物性評価を
行った。ペネトロメーターによる製剤の稠度を測
定した結果、両製剤とも市販の軟膏剤の稠度より

写真 1：がん性皮膚潰瘍

もやわらかいことが認められた。またスプレッド
メーターによる製剤の展延性を測定した結果、両
製剤とも市販の軟膏剤と同程度の延びを示すこと

がん性皮膚潰瘍臭の原因は、皮膚潰瘍部で増殖
し、プトレシンやカダベリンという臭気物質を代

が認められた。両製剤の“やわらかさ”と“延び”

謝 物 と し て 産 生 す る 嫌 気 性 菌 （ Bacteroides

は、癌性皮膚潰瘍の処置において有用であること

fragilis,

Fusobacterium

が示唆された。次に MTZ 外用製剤中の主成分

mucleatum, Clostridium perfringens, 嫌気性球

MTZ の安定性について HPLC を用いて試験を行

菌等）であること、またその治療にはニトロイミ

った結果、MTZ-Oint は、4℃、28℃及び 40℃の

ダゾール系抗菌薬メトロニダゾール（MTZ）でが

保存条件下では製剤の外観及び製剤中の MTZ 濃

有効であるとの報告は古くから知られており 1)、

度は 60 日後まで変化が認められなかった。一方、

世界保健機関（WHO）の Symptom relief in

MTZ-Gel は 28℃の保存条件下では、製剤の外観

terminal illness（1998）
、並びに米国臨床腫瘍学

及び製剤中の MTZ 濃度は 60 日後まで変化は認め

会（ASCO）公式カリキュラムがん症状緩和の実

られなかったが、4℃の保存条件下では 1 日後か

Prevotella

属

,
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ら MTZ の結晶が析出し、製剤中の MTZ 濃度が不

書の提出をお願いし要望書が提出されました。その

均一になることが認められた。また、40℃では、

後、「第 6 回医療上の必要性の高い未承認薬・適応

30 日後から徐々に外観が黄色に変化し、製剤中の

外薬検討会議」での審査において、MTZ 外用製剤

MTZ 濃度が上昇した。以上のことから両製剤は、

は、その適応疾病の重篤性であること、そしてこの製

室温で保存することにより 60 日間安定であるこ

剤が医療上の有用性に関する妥当性があることが評

とが確認された。また、MTZ 外用製剤から主成分

価された。市販化に向けた開発要請先については、

（MTZ）が放出されるのか（主成分放出性）につ

本製剤を海外で製造販売していたガルデルマ株式

いて Franz セルを用いて試験を行った結果、試験

会社になされた。ガルデルマ株式会社はこれを受諾

開 始 か ら 8 時 間 後 の MTZ 累 積 透 過 量 は 、

し、国内臨床試験を実施することになった。小生も国

MTZ-Oint では 68%、MTZ-Gel では 90 %であっ

内第Ⅲ相試験の臨床試験アドバイザーとして研究デ

た。MTZ-Gel は MTZ-Oint に比べ大きい値を示し

ザインの段階から参画しました。臨床試験の結果、

たことから、MTZ-Gel の方が、基剤からの主成分

2014 年 12 月に医薬品製造販売承認取得、2015 年
5 月に国内初のがん性皮膚潰瘍臭改善薬「ロゼック

5）

（MTZ）の放出性が高いことが示唆された 。

ス®ゲル 0.75％」として発売に至った（図 1）。
メトロニダゾール（MTZ）外用薬承認までの変遷
2006 年に著者らは、日本乳癌学会の認定施設を
対象に、各施設におけるがん性皮膚潰瘍臭をとも
なう乳がん患者の MTZ 外用製剤の処方や調製量
などを把握する実態調査を行なった。その結果、
回答があった 313 施設のうち 80 施設（26%）で
がん性皮膚潰瘍臭をともなう乳がん患者に対し
MTZ 外用製剤を院内製剤として調製し適応して
いることが明らかにした 6)。また、2010 年には日
本病院薬剤師会学術委員会学術第 4 小委員会「医

図 1：ロゼックス®ゲル 0.75％発売までの軌跡

療現場に必要な薬剤の市販化に向けた調査・研究」
（著者も委員）ががん性皮膚潰瘍臭に対する外用
剤の使用・調製の実態調査を実施した。
その結果、

ロ ゼ ッ ク ス ® ゲ ル 0.75 ％

(1) がん性皮膚潰瘍臭に対する外用院内製剤を調

（RDT.07.SRE.27013 試験）8)

国内第Ⅲ相試験

がん性皮膚潰瘍に伴う臭気を有する患者 21 例

製している；313/382 施設（83%）、(2) 外用院内
製剤として、MTZ 外用製剤を調製してい

（乳がん患者［Stage Ⅲ：5 例、Stage Ⅳ：16 例、

る:264/313 施設（83％）
、(3)MTZ 外用製剤の市販

女性］
）を対象に、14 日間の投与期間で多施設共

化を要望する：266/311 施設（85%）という実態

同非盲検非対照試験を実施した。投与は、患部を

を明らかにした

7)。

十分に清浄した後、本剤を非粘着性のドレッシン

以上のように、本邦におけるがん性皮膚潰瘍臭

グ剤に塗り、皮膚潰瘍部位を覆った。必要に応じ

治療薬に対するニーズの実態が明らかとなり、MTZ

て 1 日 1～2 回投与し、1 日 30g を上限とした。

外用製剤が標準治療になることが望ましいと考え、小

その結果、主要評価項目である、治験医師による

生は 2010 年に MTZ 外用製剤の市販化を求めてい

Day14（又は治験中止時）での改善率（
「においが

くために、厚生労働省「医療上の必要性の高い未承

ない」又は「においがあるが不快ではない」にま

認薬・適応外薬検討会議」に対し学術団体である日

で改善をした割合）は 95.2％（21 例中 20 例）で

本緩和医療学会及び日本緩和医療薬学会から要望

あり、90％信頼区間（正確法）は 79.3～99.8％で
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あった（図 2）。

きたが、その調製には手間と時間がかかり、薬剤
師の負担もさることながら、適応外使用というの
が問題となっていました。つまり製剤の臨床適応
にあたっては倫理委員会で審議、患者に対してイ
ンフォームド・コンセントの取得が必要であった。
また、製剤の患者への費用請求については原則行
わないとすることから院内製剤の材料費の問題で
調製困難であった施設もあったと察する。今回の
ロゼックス®ゲル 0.75％の製造販売承認により、こ
れらの困難な状況がが解消されることになった。
つまり、ロゼックス®ゲル 0.75％は、がん性皮膚潰

図 2：主要評価項目：においの改善率（14 日後）

瘍臭改善治療薬として標準治療（保険診療の一環）
として使用することが可能になった。これによっ
て、保険薬局で調剤を受けることや在宅診療にお

医師によるにおいスコアの平均値±標準偏差は、
ベースライン 2.6±0.9 から、Day7 が 0.9±1.1、

いてもがん性皮膚潰瘍臭のケアを実施することが

Day14 が 0.5±0.8 と低下し、看護師及び被験者に

可能になった。ロゼックスゲル 0.75％が、がん性

よる評価でも同様に低下した（看護師：各 2.4±1.2、

皮膚潰瘍に苦しむ多くの患者さんの QOL が改善

0.9±1.2、0.3±0.6、被験者：各 1.9±1.1、0.6±0.5、

していくと期待している。

0.2±0.4）。

臨床現場の薬剤師が立案した疑問「がん性皮膚

潰瘍部位の臨床所見スコア（ドレッシング剤交

潰瘍臭に苦しむ患者さんをなんとかしたい」とい

換頻度と出血の有無でスコア化）の平均値±標準偏

うリサーチクエスチョンを解決するために、病院

差は、ベースライン 1.6±0.9、Day7 で 1.1±1.0、

薬剤師として専門の職能を発揮しエビデンスを構

Day14 では 0.9±0.9 であった。分泌物の性状は、

築し、その結果が医療、社会に貢献できたことが

全体では膿性が減少し、漿液性が増加する傾向が

小生にとって何よりも喜びであります。

あった。
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＜寄稿＞

ADLに応じた服薬管理のための課題
―作業療法士の立場から―

難波 忠明
Nanba Tadaaki

所属
洛和会音羽リハビリテーション病院
〒607-8113 京都府京都市山科区小山北溝町32－1

要旨
高齢者の多くは複数の慢性疾患を抱えていることが多く多剤投薬になりやすい．また，認知機
能低下やＡＤＬの低下にともない，飲み忘れや飲み違い，ADL 障害による服薬困難など服薬アド
ヒアランスは低下する．急性期病院の在院日数短縮により，重症度の高い患者や病態が複雑化し
た患者を地域や在宅で支援していかなければならい．そのため，高齢者への適切な服薬管理指
導は今後の重要な課題である．加齢により知能は低下する．流動性知能は 20 歳をピークに減少
の一途をたどる．高齢者は言語性記憶よりも視覚性記憶の方が加齢の影響を受けにくい．視覚性
記憶は，言語性記憶に比べ記憶容量も多く，その持続時間も長い．想起は再生よりも再認の方が
学習成績がよい．そのため，高齢者に対する服薬指導は，「視覚性記憶」と「再認」を用いる事が有
効である．リハビリテーション技法のひとつに誤りをさせない学習法（Errorless Learning 法）があ
る．誤りをさせない条件と誤りも起こる試行錯誤条件とで単語学習をさせた結果，誤りをさせない条
件の方が学習効果は有意に良好であるとされている．したがって，高齢者の服薬管理指導におい
ては，段階付け（スモールステップ）を行い，誤りをさせないことが重要であると考えられた．

Keywords :

認知機能，視覚性記憶，再認，エラーレスラーニング，段階付け

(Corresponding author: nanba-tadaaki@rakuwa.or.jp)

Vol.8 No.1(2016)

- 16 -

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。

はじめに
65 歳以上の高齢者は，総人口の 4 分の 1 を超えた
1）

．また，独居高齢者や認知症高齢者も増加する事

が予測されている

2 ） 3 ） ．現在の医療介護の動向は，

「時々入院，ほぼ在宅」のもと，急性期病院の在院日
数短縮に伴い，より重症度の高い患者や病態が複雑
化した患者を地域や在宅で支援していかなければな
図 1.高齢者の記憶の過程

らい．そのため高齢者に対する服薬指導は今後重要
な課題である．高齢者は複数の慢性疾患を抱えてい

持は，入力情報を維持する過程，想起は登録，把持

る事が多く多剤投薬となりやすい．また，認知機能低

されたものを必要に応じて呼び出す過程である．把

下や ADL の低下により，飲み忘れや飲み違い，

持は時間的側面から，即時記憶，近時記憶，遠隔記

ADL 障害による服薬困難が服薬アドヒアランスを低

憶に分類される．記憶には視覚性記憶と言語性記憶

下させる．高齢者は服薬数が多いほど，服薬回数が
多いほど服薬アドヒアランスは低下する

がある．視覚性記憶は，人の顔や写真，街並みなど

4）5）6）7）．適切

目で見た記憶であり，言語性記憶は，聞いたことや文

な服薬管理指導において高齢者の認知機能の特徴

章などの聴覚や文字の記憶である．

を配慮する必要がある．今回は，作業療法士の服薬

加齢に伴う記憶の低下は過程において均一では

指導について認知機能の特徴を踏まえ整理してみた

ない．即時記憶と遠隔記憶は比較的保たれ，近時記

い．

憶は明らかに低下する

10）．会話をしていてもその場

のやり取りは成立するが，時間が経つと内容を覚えて
加齢による認知機能の変化

いない事もしばしばである．近時記憶は学習能力に

認知機能は外部から入ってき情報から物事や状況

深く関係している．そのため高齢者は新しい事を学習

を理解し，問題を導き出し，その問題を解決する能力

しにくい．近時記憶の低下の要因は，登録と再生の

である．認知機能の中核は知能であり，流動性知能と
結晶性知能に分けられる

過程に存在し，把持の過程は比較的保たれる

8） ．流動性知能は，新しい

9）11）．

登録には注意力が関係しており，高齢者は注意力の

学習や新しい環境に適応するための情報処理能力

低下により必要な情報を取り込むことができない．想

や問題解決能力であり，結晶性知能は，個人的経験

起能力の低下は検索の失敗と考えられる．情報は記

や文化的習慣の蓄積し，学習や経験を生かす能力

憶されていても，それを引き出すことが出来ない．し

である．加齢による流動性知能と結晶性知能の変化

かし，ヒントを与えることで思い出すことはできる（再

は大きく異なる９）．流動性知能は２０代をピークに低下

認）ため，情報は保持されていると推察できる．

の一途をたどる．結晶性知能は年月をかけて成熟す

高齢者は，登録時に方略を与えたり，再生時にヒン

るため，その能力は７０歳を迎えても維持され，脳の

トを与え（再認）たりする事で近時記憶は改善を示す．

器質的障害がなければほとんど低下しない．服薬管

Shepard らは，文字と画像の記憶容量を再認課題で

理において新しい服薬方法を覚え，正しく服用する

比較実験を行った結果，画像の方が記憶の容量が

ためには流動性知能は必要不可欠である．

大きい事を報告し

12），Nelson

らは，文字と画像の記

憶の再認による持続時間比較実験を行った結果，画
高齢者の記憶の特徴

像の方が記憶の持続時間が長い事を報告している

知能を支える認知機能の重要なものに記憶がある．

13）．また，Schonfield

記憶は，登録（記銘）→把持（貯蔵）→想起（再生）の

と Robertson は，20 歳から

75 歳の 134 名に再生と再認の記憶成績比較実験を

過程をたどる（図１）．登録は情報を取り込む過程，把
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に良好であったと報告した．試行錯誤学習をして学
習すると，記憶障害患者では誤りを排除できずに学
習し，逆にその誤った学習を強化してしまうのである．
リハビリテーションにおいても応用され，インシュリン
自己注射や血糖測定においても応用されている 16）．
誤りなき学習法による作業療法士の服薬指導
誤りなき学習による服薬指導例を（図３）に示す．段
階１は，介助者がすべての工程を一緒に説明を行い

図２. 視覚性記憶と再認

ながら服用を行う．段階２は，声掛けを行い服用する．
行った結果，再認の方がどの年齢においても記憶

わからない時の解決方法を先に教示しておくことで誤

成績は有意に良好であったことを報告した 14）．よ

りを避ける．段階２で誤りそうな場合は，誤る前に一緒

って，高齢者の記憶学習には，登録の際に視覚的記

に確認を行う．わからない場合は，解決方法を再度

憶の方略を用い，想起には手がかりを与える再認が

教示する．声掛けで服用が可能になれば段階３に移

効果的であると考えられる（図２）．

り，一人で服用してもらう．安易な確認は患者の混乱
を助長する可能性がるので注意が必要である．重要

誤りなき学習法（Errorless Learning 法）

な事は決して誤りをさせない事であり，誤りをすること

リハビリテーション技法に誤りなき学習法がある．

でその誤りを強化すれば，飲み忘れや誤薬に繋がる

Baddely と Wilson らによって提唱された記憶障害患

可能性がある．言語教示がわかりにくい場合は，視覚

者に対する学習方法である 15）．Errorless 条件（誤り

的に服薬方法がわかりやすいよう文字に加えイラスト

をさせない条件）と Errorful 条件での単語学習の効

や写真を用いることもある（図４）．

果を比較検討し、Errorless 条件の方が成績は有意

図３． 誤りなき学習法による作業療法士の服薬指導
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3 段階命令実行，文章による指示，自発的文章作成，
無形模写の 11 項目から構成される．最高得点 30 点，
24 点以上を健常高齢者，23 点以下を認知症疑いと
判定する．三浦らは，MMSE21 点以下の患者は服
薬自己管理が困難であり，服薬介助が必要であると
報告している．18）また，22 点から 26 点であっても服
薬管理能力が低下する可能性があり，服薬指導を強
化する必要があると報告している．18）
図４. 視覚情報提示例
最後に
高齢者への服薬管理指導は，認知機能の特徴を

服薬指導における段階付け（スモールステップ）

把握し，誤りをさせない服薬方法を検討しなければな

誤りを起こさせない工夫として段階付け（スモール

らない．また，適切な服薬管理指導には他職種の関

ステップ）がある．服薬に必要な行為を工程に分け段

わりが重要であり，それぞれの専門職が互いに専門

階的（一緒に行う→確認しながら行う→見守りで行う

性を理解し協業していく姿勢が大切である．

→１人で行う）に練習する方法である（図５）．①カレン
ダーで曜日の確認②正しい曜日から薬をとる③飲ん

本論文の要旨は，第 7 回アプライド・セラピューティ

でカレンダーにチェックを入れるという工程を，まず①

クス学会シンポジウム４「ADL に応じた服薬管理の課

が出来るように段階的に練習する．①が出来たら①

題～作業療法士の立場から～」で発表した．

②の順で段階的にできるように練習し，①②が出来
れば①②③の順に練習する．最終的にすべての工

利益相反

程を一人でできるようにする．工程や段階付けは患者

本論文に関連し，開示すべき COI 関係にある企業

の認知機能を考慮し，誤りを起こさせないように練習

などはない．

する事が大切である．

謝辞：日頃より懇切なご指導をいただている洛和会

認知機能と服薬管理

音羽病院リハビリテーション科田中尚部長をはじめ，

認 知 症 の ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 に MMSE

洛和会音羽リハビリテーション病院リハビリテーション

（ Mini-mental State Exaimination ） が あ る ．

部のスタッフ．そして，第７回アプライド・セラピューテ

MMSE は，1975 に Folstein らによって開発された

ィクス学会シンポジウムにお招き頂いた京都府薬剤

17 ） ．時間の見当識，場所の見当識，物品名の復唱，

師会会長川勝一雄学会長，京都九条病院薬剤部友

計算，物品名の想起，物品名の呼称，文章の反復，

沢明徳座長，洛和会音羽リハビリテーション病院薬剤
部大津山裕美子座長に深謝致します．
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＜寄稿＞

脂質異常症における科学的・合理的な薬物治療を考える
― 心血管イベントのリスク評価と一次予防 ―

栃倉尚広1)、中田和宏2)、金井紀仁3)、佐村 優4)
Naohiro Tochikura1），Kazuhiro Nakata2），Norihito Kanai3），Masaru Samura4）

1)* 日本大学医学部附属板橋病院 薬剤部、2) 越谷市立病院 薬剤科
3) 新座病院 薬剤科、4)横浜総合病院 薬剤科
*〒173-0032 東京都板橋区大谷口上町30-1

要旨
本邦における脂質異常症の患者数は厚生労働省「平成 26 年患者調査の概況」によると 206
万人とされ、糖尿病や高血圧とならび触れる機会が最も多い疾患の代表格である。しかも高血
圧、糖尿病と違い症状のない脂質異常症は、患者自身がそのコントロール状況を確認する手段
がないため、 医療従事者が意識して注意を払わなければならない。また、動脈硬化の危険因子
として、その治療は冠動脈疾患予防では禁煙、糖尿病、血圧コントロールとともに最も重要であ
る。
本稿では糖尿合併の脂質異常症を例にあげ、冠動脈疾患の一次予防について科学的・合理
的に薬物治療を実践するための視点を習得することを目的として、「心血管イベントのリスク評価
は？」、「一次予防ではすべての症例に薬物治療が必要か？」、「LDL-C はどこまで下げればよ
いか？」などのクリニカル・クエスチョンを通じて、国内ガイドラインを中心とした薬物治療の整理
（既存薬の位置づけ、薬物動態学的特徴、有害事象など）、欧米ガイドラインとの相違点などにつ
いて、最新のエビデンスを交えながら解説する。

Keywords :

脂質異常症、心血管イベント、一次予防
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Ⅰ. 主訴、現病歴、臨床検査、臨床経過

Ⅱ. 質問と回答、解説

症例：55 歳、男性

Clinical Question 1：心血管イベントのリスクはどの

主訴：特になし

程度でしょうか？

現病歴：昨日、TV を見ていたら、「コレステロールが

回答 1 および解説：

高いと心筋梗塞になりやすいので、健診で異常が出

日米英の診療ガイドラインでは、それぞれ自国の

たらすぐ病院へ！」と言っていた。先日受けた健康診

心血管リスク評価ツールが用いられる（表 1）。本症例

断では中性脂肪が高く、要治療とあったので受診し

は日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイド

た。

ライン 2012 年版」（JAS 2012）の評価では、冠動脈

既往歴：50 歳 2 型糖尿病（指摘はされていたものの

疾患の既往はないが、糖尿病があるためカテゴリー

医療機関は受診せず）
家族歴：父が脂質異常症（＋）、高血圧症（＋）

表 1. 各国の診療ガイドラインにおける心血管リスク

社会歴：警備員（週休 2 日、夜勤無し）。妻と 2 人暮ら

評価

し。2 人の子供は既に独立
生活習慣：喫煙 10 本/日×35 年、飲酒 焼酎水割り
3 杯/日、運動習慣は全くなし、昼は外食
身体所見（来院時）：身長 170 cm、体重 80 kg、
BMI 27.7 kg/m2、腹囲 92.5 cm。体温 36.8℃、血
圧 140/88 mmHg、脈拍 66/分（整）。眼瞼および眼
瞼結膜 黄疸（－）、貧血（－）。口腔内 異常なし。頸
Ⅲの高リスク群に該当する

部リンパ節・甲状腺 触知せず。胸部 心雑音なし、肺

1 ） 。 さ ら に 、 NIPPON

DATA 80 の 10 年間の冠動脈死亡率の絶対評価リス

ラ音は聴取せず。腹部 肝脾触知せず、手指振戦

クチャートでは 2～5％と推定される。米国の米国心

（－）。下肢 浮腫（－）、アキレス腱反射の低下（－）、

臓病学会（ACC）/米国心臓協会（AHA）2013 の評

腱黄色腫（－）

価では、10 年間の動脈硬化性疾患発症率が 36%と

薬歴：なし

高リスク群に該当するが、適切な治療によって同年代

アレルギー歴、副作用歴：ともになし

のリスクファクターのない場合の発症率 3.6％まで近

血液検査所見（来院時空腹）：WBC 7200 /mm3 、

づけることを目標とする

RBC 468×104 /mm3、Hb 14.7 g/dL、Ht 45.0％、

2）。同様に、英国国立医療技

術評価機構（NICE）2014 の評価においても、10 年

Plt 16.1×104 /mm3、TP 6.3 g/dL、Alb 3.7 g/dL、

間の心血管疾患発症率は 36％と高リスク群に該当す

BUN 16.7 mg/dL、Cr 0.8 mg/dL、UA 6.1 mg/dL、

る 3）。また、欧州心臓病学会（ESC）/欧州動脈硬化学

T-Bil 0.8 mg/dL、D-Bil 0.2 mg/dL、AST 32 IU/L、

会（EAS）2016 においても、10 年間の心血管疾患に

ALT 40 IU/L、LDH 129 IU/L 、ALP 203 IU/L、

よる死亡率 8％と高リスク群に該当する 4）。

γ -GT 63 IU/L 、 T-Cho 268 mg/dL 、 TG 380

本症例では、いずれのガイドラインにおいても高リ

mg/dL、LDL-C 165 mg/dL、HDL-C 38 mg/dL、

スク群に該当するため治療は必要である。また、リスク

血糖 139 mg/dL、HbA1c 7.2％（NGSP）Na 137

評価には自国の疫学調査に基づいて作成されたツ

mEq/L、K 3.6 mEq/L、Cl 103 mEq/L

ールを用いるのが原則である。いずれの評価ツール

尿検査所見（来院時）：尿蛋白（－）、尿糖（±）、尿潜

でも脂質管理の指標は TC、または LDL-C、HDL-C

血（－）、ケトン体（－）

を含むものであるが、TG は含まれてはおらず、併存

Problem List：#1. 脂質異常症、#2. 2 型糖尿病、

疾患の程度は勘定されていない点などには注意が必

#3. 高血圧

要である。
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Clinical Question 2：脂質管理の目的は？LDL-C

Clinical Question 4：薬物治療は必要でしょうか？

はどこまで下げればよいでしょうか？

回答 4 および解説：

回答 2 および解説：

低リスク患者に対するスタチン治療による心血管疾

脂質管理の目的としては、短期的な治療のゴール

患 の 一 次 予 防 効 果 を 検 証 し た Cholesterol

は血清脂質コントロールであり、長期的には冠動脈

Treatment Trialists’（CTT）Collaboration のメタ

疾患や脳血管疾患など心血管イベントの発症・死亡

解析では、スタチン群では 5 年間の主要血管イベント
（ major vascular event ； MVE ） の 相 対 危 険 度

5）

を予防することである 。
本症例では JAS 2012 を用いるとカテゴリーⅢの

（relative risk；RR）は 0.75［95%信頼区間（95%

高リスク群に該当するため、一次予防の LDL-C 治療

confidence interval; 95%CI）0.70～0.80］、総死亡

目標は 120 mg/dL 未満を到達努力目標、または

は RR 0.85（95%CI 0.77～0.95）と減少効果が示さ

LDL-C 20～30％を減少も考慮する。各国の診療ガ

れている

イドラインにおける高リスク群の治療目標を比較する

10%未満では死亡は RR 0.90（95%CI 0.81～1.01）

4）

と、ESC/EAS 2016 では LDL-C 100 mg/dL 未満 、

と有意には減らず、5%未満では RR 1.05（95%CI

NICE 2014 では non HDL-C を 40%減少と設定さ

0.86～1.28）と増える可能性すらみられ、一次予防で

れている

3）。一方、ACC/AHA

8）。しかしながら、

5 年間の MVE リスクが

あってもリスクによって治療効果は異なる 9）。

2013 では LDL-C 治

療目標設定の根拠となるエビデンスがなく、具体的な

JAS 2012 では、冠動脈死亡の絶対リスクが最高

治療目標を設定することはできないため、設定なしと

でも 10 年間で 10%未満となっているが、カテゴリー

2 ） 。すなわち、絶対的な目標は存在

Ⅲである「10 年間の冠動脈疾患による死亡確率が

せず、その国の有病割合や高リスク患者の割合、そ

2.0% 以上」は、先の MVE ではどれくらいに相当す

の国における疾病の捉え方、治療をすることでの費

るだろうか？NIPPON DATA 80 では MVE の発症

用対効果などをもとに、任意に治療目標が設定され

率は公表されていないため、低～中リスクの日本人

ており、本邦を含む各国の診療ガイドラインの推奨は

において食事療法（プラセボ）を対照としてプラバスタ

あくまで参考値として捉えるべきと考える。

チンの心血管イベント一次予防効果を検証した

明記されている

MEGA study のデータから推定する 6）。プラセボ群
Clinical Question 3：非薬物治療は必要でしょう

では心血管死亡が 0.45%、 MVE 発症率が 4.69%

か？

を考慮すると、「冠動脈死亡 2.0%以上」に相当する

回答 3 および解説：

MVE は 20%程度と推定される。以上から、CTT のメ

脂質異常症の治療では食事、運動、禁煙を含めた

タ解析の結果で示された死亡が減らない MVE は 5

生活習慣の改善が基本である 1）。本症例では治療前

年間で 10%なので、10 年間では 20%となり、JAS

LDL-C 165 mg/dL のため、治療目標（LDL-C 120

2012 で最もリスクの高いカテゴリーⅢでもスタチン治

mg/dL 未満）の達成には 27％以上減少させる必要

療によって死亡は減らず、治療効果は期待できない

がある。生活習慣の改善から期待できる LDL-C 減少

と考えられる。また、MEGA study による心血管イベ

3%6）、食事療

ントの一次予防効果は相対リスク減少率 33%と有意

法と有酸素運動で LDL-C 10.7%であり 、一次予防

に 減 ら す が 、 治 療 必 要 数 （ number needed to

の治療目標 120 mg/dL 未満を達成できない。しか

treat；NNT）は 119 人と効果は非常に小さいことが

しながら、本症例では糖尿病、高血圧、肥満の併存

示された 6）。

効果は、食事療法の単独では LDL-C

7）

疾患もあるため、適切な非薬物治療を行うことは脂質

一次予防ではすべての患者で脂質異常症の薬物

改善に加えて血糖、血圧、体重のコントロールに対す

治療が全く不要であるか。NIPPON DATA 90 のデ

るメリットも同時に期待できる。加えて、禁煙による死

ータから、日本人糖尿病患者の冠動脈死亡率は 10

亡や心血管リスクの低下効果も期待できる。

年間の冠動脈疾患による死亡確率は 2.6%と高いこと
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が示されている 10）。また、2006 年の糖尿病患者を

Clinical Question 6：どのスタチンを推奨します

対象とした心血管イベントの一次予防効果を検証し

か？投与量の設定は？

た メ タ 解 析 で は 、 ス タ チ ン 治 療 に よ り RR 0.79

回答 6 および解説：

（95%CI 0.7～0.89）倍に有意に減ることが示されて

一次予防における LDL-C 治療前値に応じた各種

おり、本症例においても糖尿病の既往があるため薬

スタチンの目標低下率と選択すべきスタチンの用量

物治療が推奨される

を示す（表 2） 4 ） 。本症例では治療前 LDL-C 165

11）。

mg/dL のため LDL-C 治療前値 170mg/dL のスタチ
Clinical Question 5：薬物治療を行う場合に推奨さ

ンが選択肢と考えられる。ピタバスタチン 1mg、アトル

れる薬剤は何でしょうか？

バスタチン 5mg、プラバスタチン 20mg のいずれにお

回答 5 および解説：
AHA/ACC 2013 では、本症例は心血管疾患の既

表 2. 冠動脈疾患の一次予防における目標低下率

往なし、糖尿病あり、LDL-C 70～189 mg/dL、年齢

とスタチンの用量（目標 LDL-C<120mg/dL）

40～75 歳に該当することから、中強度のスタチン、ま
たは高強度のスタチンが推奨される 2）。また、2016 年
に現行ガイドラインの追補として公表された ACC
Expert Consensus Decision においても同様の推
奨となっている 12）。一方、JAS 2012 では、高 LDL-C
血症に対する治療薬としてスタチンが推奨されている
が、スタチンの治療強度についての記載はない。
フィブラートの効果を検討した 2010 年のメタ解析
では、心血管疾患は減るかもしれないが死亡率には
影響しなかった

13）。また、ACCORD

研究のサブ解

析では、シンバスタチンにフェノフィブラートを加えて
も、アウトカムを改善できなかった

14）。さらにこれらの

いても治療目標は達成可能であるが、費用の点から

併用により横紋筋融解症の発症率は飛躍的に上がる

はアトルバスタチンが望ましい。また、スタチンの治療

ため併用は推奨されない。

強度が強くなるほど、横紋筋融解症の発症率は高く

コレステロール吸収阻害薬であるエゼチミブの位

なるため、LDL-C 目標を達成する必要最低限の薬

置づけとして、JAS 2012 では高リスクの高 LDL-C 血

剤を用いることが望ましい。

症においてスタチンに加えて、エゼチミブの投与を考
慮する

CARDS 試験では、冠動脈疾患の既往のない、

1）、米国糖尿病学会では二次予防においてス

LDL-C 160 mg/dL 未満、TG 600 mg/dL 未満の 2

タチンに追加する治療としてエゼチミブを推奨してい

型糖尿病患者を対象にアトルバスタチンの一次予防

年に公表された ACC Expert

の効果を調査しており、アトルバスタチン投与により

Consensus Decision では糖尿病合併の一次予防

相対リスク減少率 37％、NNT 32 人と有意にイベント

において、スタチンにより目標を達成できなかった場

抑制効果が示されている（p=0.001）16）。

る

15）。しかし、2016

合、エゼチミブの追加も考慮することとなった 12）。

スタチンの薬物動態パラメータを表 3 に示す

以上から、本症例では初回治療のためスタチン単

17）。

消失経路については、プラバスタチン、ロスバスタチ

剤による一次予防が推奨される。

ンを除いては肝消失型となるが、CYP の関与につい
てはアトルバスタチン、シンバスタチンでは CYP3A4、
その他は CYP2C9 と異なる。本邦の添付文書上の記
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症のリスク増加が示されている 19）。

表 3. スタチンの薬物動態パラメータ

ESC/EAS 2016 では、スタチンに関連した筋症状
（statin-associated muscle symptoms；SAMS）の
マネジメントについても提唱されている 4）。CK が上限
値の 4 倍以上あるいは横紋筋融解症を伴う場合には、
CK や症状の改善までスタチンを 6 週間中止、その後、
前治療に使用していないストロングスタチン（本症例
ではロスバスタチンなど）を低用量、あるいは隔日投
与（もしくは 1～2 回/週）で再開することを推奨してい
る。
2. 肝機能障害

載では、各種スタチンの消失経路の点から、急性肝

肝機能障害は、肝臓に広く分布する HMG-CoA

炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝癌、黄疸では

還元酵素に関与するためスタチンの種類を問わず引

「禁忌」、肝障害の既往歴、アルコール中毒では「慎

き起こされる（0.5～2％）。多くは無症候性の検査値

重投与」となっている。一方、ロスバスタチンのみ腎障

異常であるが、嘔気・食欲不振などの消化器症状、

害時の減量の記載はあるが、同様に腎排泄の割合が

発疹・搔痒などのアレルギー症状、脱力、倦怠感、黄

多いプラバスタチンについての記載はない。しかしな

疸などもある。ESC/EAS 2016 では、トランスアミナー

がら、米国、英国の添付文書ではプラバスタチンにつ

ゼの値が基準上限値の 3 倍を超えた場合にはすべ

いても腎障害時の減量の記載がある点については留

てのスタチンは中止することが推奨されている 4）。

意する必要がある。

3. 急性腎障害

以上から、本症例では LDL-C 低下について非薬

慢性腎臓病（chronic kidney disease；CKD）の

物療法の効果も期待できること、副作用回避の点か

既往のない患者において、高強度のスタチンは低強

ら LDL-C 目標達成可能なアトルバスタチン 5mg の

度に比べて入院を要する急性腎障害（acute kidney

低用量が推奨される。また、肝疾患の既往はないた

injury；AKI）の発症率が RR 1.34（95%CI 1.25～

め減量は不要である。

1.43）と高いことがメタ解析で示されている

スタチン開始 120 日以内で、入院を要とする AKI の

Clinical Question 7：スタチンの注意すべき副作用

発症率はおよそ 0.2%と高くないが 20）、横紋筋融解症

と症状にはどんなものがありますか？

を伴う場合には発症率 19.8%と高リスクとなる

回答 7 および解説：

19）。保

存的治療に抵抗し生命を脅かすような電解質異常

1. 横紋筋融解症

（高カリウム血症など）、体液過剰（溢水、肺水腫、心

横紋筋融解症は、厚生労働省の重篤副作用疾患

不全など）、尿毒症症状（意識障害、痙攣など）、代謝

別対応マニュアルの対象となっており注意が必要で

性アシドーシスでは血液浄化療法の適応となるため

ある。入院を要する横紋筋融解症は 10,000 人年あ

注意が必要である。

たり 0.44 人と少ないが、発症したら致死率は 10%と
重篤な副作用である

20）。また、

4. 糖尿病、血糖値の上昇

18）。また、筋肉痛や脱力など筋

スタチンは新規糖尿病をオッズ比（odds ratio;

症状は 2～11%で起こることがある。Holbrook A.らの

OR）は 1.09（95%CI 1.02～1.17）増やすとのメタ解

報告では、アトルバスタチン 10mg と 40mg を比較す

析の報告もある 21）。しかしながら、追跡期間 4 年間で

るとオッズ比は 3.8 倍（95%CI 2.3～6.6）、アトルバス

255 人のうち糖尿病の新規発症は 1 人なのに対して、

タチン 10mg と 80mg を比較するとオッズ比は 11.3

冠動脈イベント発症は 5 人減らせることからも、高リス

倍（95%CI 6.4～20.4）と用量依存的な横紋筋融解

クな場合にはメリットが上回るため、スタチン治療は躊
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躇すべきでないと考えられる。また、スタチンはインス

CLintH/Fa）

リン感受性、インスリン分泌の両方に影響を及ぼすと

・ Cpssave(po),f = （ D/ τ ） /CLpo,f = （ D/ τ ） /

の報告もあり、本症例のような糖尿病患者では、血糖

（CLintH/Fa）

値の上昇には注意が必要である

22）

＜血中濃度に影響を与える変動要因＞

。

・CLintH が低下した場合・・・・・Cpssave(po)↑、
Clinical Question 8：スタチンの注意すべき相互作

Cpssave(po),f ↑

用にはどんなものがありますか？

・ fuB が 上 昇 し た 場 合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ Cpssave(po) ↓ 、

回答 8 および解説：

Cpssave(po),f ⇔
・ fuB が 上 昇 、 か つ CLintH 低 下 し た 場 合 ・ ・

併用薬によるアトルバスタチンの薬物動態学的相

Cpssave(po)↑↓⇔、Cpssave(po),f ↑

互作用と用量指示の例について示す（表 4）。欧米の
添付文書ではリスク低減を考慮した用量設定が示さ

なお、略語の表記は CLpo は経口クリアランス、

れているが、本邦では併用注意、禁忌のみの記載に

CLpo,f は血中非結合形薬物濃度を規定する経口ク

とどまっている。ただし、スタチンの本邦での承認用

リアランス、CLintH は肝固有クリアランス、Fa は吸収

量は格段に少ないため、そのまま適用するのは難し

率、D は投与量、τは投与間隔を示す。
以上から、アトルバスタチンでは血中総薬物濃度

いのが現状である。そこで、併用注意について横紋
筋融解症の副作用を例に用量設定を検討してみると、

を決定する因子は fuB・CLintH であるため、fuB の

Holbrook A.らの報告から、アトルバスタチン 40mg

上昇に従って総濃度は低下する。一方、非結合形濃

は 10mg と比較してオッズ比 3.8 倍となる

19）。本症例

度を決定する因子は CLintH であるため、非結合形

で推奨するアトルバスタチ 5mg では、通常の 20mg

濃度は変化しない。すなわち、作用増強に対して薬

に相当する AUC 4 倍増加程度までなら副作用の超

物動態上の要因が原因となるのは CLintH の低下の

過リスクなく使用できるものと推察される。

みであることが、薬物動態の特徴づけから判断できる。

また、アトルバスタチン経口投与後の定常状態に

本症例では、治療開始時点で PK の変動要因となり

おける平均薬物濃度［Cpssave(po)］と非結合形薬物

うる基礎疾患や併用薬はないが、市中感染でも処方

濃度［Cpssave(po),f］の変化を考察すると血中濃度

される可能性のあるクラリスロマイシン、グレープフル

を決定する因子は次式で示される。

ーツジュースの服用には注意するよう患者に情報提

＜PK の特徴づけ＞

供すべきである。

・CLpo = fuB・CLintH/Fa
・CLpo,f = CLintH/Fa

Ⅲ. 今回の症例で選択された薬物治療

・Cpssave(po) = （D/τ）/CLpo =（D/τ）/（fuB・

今回の症例では、LDL-C 低下だけでなく、心血管

表 4. 併用薬によるアトルバスタチンの薬物動態学

イベントへの効果が期待できる費用対効果の優れた

的相互作用と用量指示の例

薬剤の選択を検討した。その結果、アトルバスタチン
1 日 1 回 5mg が推奨、開始となった。2 カ月後の外
来フォローでは LDL-C は 125 mg/dL、TG は 280
mg/dL まで低下した。ミオパチーや肝機能障害など
の副作用もみられず経過となっている。また、禁煙、
生活習慣の改善も家族の協力もあって良好であっ
た。
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＜寄稿＞

薬局薬剤師の関与による残薬調整から処方変更への実践
― かかりつけ薬剤師関与によって減薬はできるか ―

大貫 ミチ、勝俣那穂子、木下達也
Michi Onuki、Naoko Katumata, Tatuya Kinoshita

薬樹薬局宮前平2号店
〒２１４-０００７ 神奈川県川崎市宮前区小台２－６－６

Abstract
At the pharmacy, we have always given advice on health management and checked
leftover medications when giving medication counseling. However, the start of the
Family Pharmacist System accompanying the dispensing fee revision of 2016 further
clarified the relationship between patients and pharmacists. This study examines the
pharmacological management by pharmacists that will be necessary in the future
while clarifying the economic effects within the pharmacological management
currently provided by pharmacists.
Through interviews conducted at our pharmacy in 2016 between April 1st and August
31stwith patients who had received consent from their regular pharmacists, we
recovered leftover medications, adjusted dosage days and changed prescriptions for
multiple medications with identical effects by consulting with the prescribing
physicians.
Out of 60 patients who had received consent, nine patients required adjustments to
their leftover medications. All the patients suffered from chronic illness such as
diabetes, Dyslipidemia, high blood pressure, etc. Among these, we actively intervened
pharmacologically for seven patients who had their leftover medications with them.
Three patients required prescription changes as they had medications with identical
effects. In addition, we negotiated with the doctors on behalf of two patients who
required prescription changes from the point of view of pharmacological management.
In many cases, patients with chronic illnesses become unable to manage
medications themselves after long years of taking them. １）Pharmacists being involved
allows the reduction of leftover medications and duplicate dosages, and will likely
make it possible to reduce medications. This study also investigated the effects these
will have on reducing medical costs.

Vol.8 No.1(2016)
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要旨
薬局では、服薬指導時に体調管理と残薬確認を継続して行ってきたが平成 28 年度の調剤
報酬改定においてかかりつけ薬剤師制度が開始され患者と薬剤師の関係性がわかりやすくなっ
たといえる。現行行われている薬剤師業務の薬学的管理おける経済的効果を明らかにすると共
に、今後必要とされる薬剤師の薬学的管理について考察する。
自店舗において H28.4.1～H28.8.31 までの間にかかりつけ薬剤師の同意を得た患者から
の聞き取り調査により残薬回収から投薬日調整、または重複する同効能医薬品を疑義照会にて
処方変更等を行った。
かかりつけ同意患者数 60 名において残薬調整を必要される患者数は 9 名。いずれも糖尿
病、脂質異常症、高血圧症など慢性疾患患者であった。その中で残薬を持参した患者 7 名に対
し積極的に薬学的介入を行った。同効能医薬品などがあり処方変更が必要とされる患者は 3 名、
その他薬学的管理から処方変更を必要とし医師と協議をした患者は 2 名であった。
慢性疾患の患者では、長年の服薬の間に多く場合に自身での管理が不能になっている場
合がある。１）薬剤師が関わることで残薬、重複投薬などを減らし、減薬していくことができるはずで
ある。そして、それらの医療費削減効果についても検討を行った。

Keywords :

かかりつけ薬剤師、慢性疾患、薬学的管理、減薬、医療費削減

(Corresponding author: miyamaedaira2@yakuju.co.jp)
１．１目的

の行ってきた薬学的管理が、患者や医師へ与えた影

平成 28 年 4 月 1 日より診療報酬改定により、かか

響と経済効果について考察する。

２）

りつけ薬剤師指導料が導入された。 それまでの薬
１．２かかりつけ薬剤師と慢性疾患

局薬剤師の行ってきた薬学的管理について、患者と
の同意をもって一括して一人の薬剤師が行うことを求

当薬局において、かかりつけ薬剤師の同意を得た

めたものであり、かかりつけ薬剤師の認定にあたって

患者の既往歴を整理したところ、0 歳から 10 歳までの

の要件は、薬局薬剤師としての 3 年以上の勤務経験

患者では、喘息やアトピー性皮膚炎の患者が多くみ

と同じ薬局へ週 32 時間以上の勤務と当該薬局に半

られ、60 代以上の患者において、高血圧、脂質異常

年以上勤務していること。薬剤師認定制度認定機構

症、糖尿病など生活習慣病の罹患率がとても高い。

の定める研修認定薬剤師であること。医療にかかわる

（表１）

地域活動に参画していることなどがある。さらに 24 時

慢性疾患では、継続した服薬が重要であり、患者が

間対応も求められる。

１）

納得して容易に薬を飲み続けられる環境づくりが大

しかし、それ以外の実務では今までも薬剤師として

切であることから、かかりつけ薬剤師が服薬がきちん

当然の薬学的管理をしてきたことに大きく変わりはな

と行われているかの確認と残薬の確認及び体調管理

く、このかかりつけ薬剤師制度が、どんな意味を持つ

等を一括して行うことで、医療の専門家として家族が

のかは、今後の薬局薬剤師の行動にかかっていると

見守るような助言、共感をすることが必要であると考え

思われる。

る。４）

そこで、自店舗内で 5 ヵ月間のかかりつけ薬剤師
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また、かかりつけ薬剤師指導料の算定回数は、4 月

表 1. かかりつけ薬剤師同意患者の疾患

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

方法

証を行った。検証の内容は①重複投薬・相互作用等

２・１かかりつけ薬剤師の同意数

防止加算の算定件数②残薬調整から薬学的介入を

薬樹薬局宮前平 2 号店において平成 28 年４月 1

行い、医師へ疑義照会を行った症例検討③患者との

日より 8 月 31 日までにかかりつけ薬剤師の同意を得

話合いの中で処方されている内容の減薬を行った症

た患者の内訳（図表１）は 60 人中 0～10 歳代 21 名、

例検討をそれぞれ行った。

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

結果

をえるために声かけは 100 名以上に行われたが、全

３．１重複投薬・相互作用等防止加算

員へランダムにではなく、①複数回当薬局利用があり

かかりつけ薬剤師の重複投薬・相互作用等防止加

乳児医療証範囲内（0 歳～小学 2 年生）②複数回当

算が必要であった患者数は 9 名であり、いずれも糖

薬局利用があり、いわゆる広域の処方箋(半径 30ｍ

尿病、高血圧、脂質異常症などの慢性疾患罹患者で

以内の医院を除外)を持参した患者などを中心に、薬

あり、長年の治療の間に、残薬ができてしまっており、

剤師が薬学的介入するに値すると思われる患者に声

多くの場合に処方変更や保管方法の不備などで再

かけをしており無作為とはいえない。

利用不能のものを含んでいた。

また、薬樹薬局宮前平 2 号店は平成 27 年 3 月 2

その中で、かかりつけ薬剤師が患者の同意を持っ

日に開業した、まだ新規店舗であり、皮膚科、整形外

てかかわることで残薬調整が必要と判断して調整され

科、眼科だけで 93％を閉め、応需処方箋の年代は 0

た結果算定された重複投薬・相互作用等防止加算は

～10 歳代 32％、20～40 歳代 43％、50～60 歳代

計 13 回であった。(表２)その数は、月を重ねるごとに

16％、70 歳以上が 9％(図 1)であるため、この薬局の

増えているが、8 月に 1 カ月で算定数 1 件と大きく落

患者層全体におけるかかりつけ薬剤師の同意を得て

ちており早々に残薬調整を済ませると、かえって残薬

いる患者層はわずか約 2.3％に過ぎない。

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
図 1. かかりつけ薬剤師同意年代別人数

B 皮膚科

魚の目と水虫で初受診
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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

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

H28.5

H28.6

H28.７

重複投薬・相互作用等防止加算

6

8

5

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

7

9

9

10

2

算定件数(回）

2

5

5

5

6

4

6

3

H28.3

A 整形外科

C 大学病院消化器内科

H28.3

A 整形外科

ラベプラゾールﾅﾄﾘｳﾑ錠 10mg １錠

H28.3

A 整形外科

センノシド錠 12mg ２錠

H28.3

A 整形外科

酸化マグネシウム錠 330mg ３錠

H28.3

A 整形外科

ウルソデオキシコール錠 100mg ９錠

H28.4

A 整形外科

H28.4

C 大学病院消化器肝臓内科

D 内科

H28.4.x D 内科クリニック

ミカムロ配合錠 BP １錠

（ここからかかりつけ薬剤師同意）

モサプリドクエン酸塩錠 5mg ３錠

H28.4.y A 整形外科

トリアゾラム錠 0.125mg １錠

H28.4.z A 整形外科、D 内科クリニック、E 眼科

ガスコン錠 40mg ３錠

以降 2 週間ごとに A 整形外科と D 内科の処方箋

エクセラーゼ配合錠 ３錠

の内容を C 大学病院の薬を預かり、それぞれの医師

ガスロンＮＯＤ錠２mg ２錠

に疑義照会をしたうえで、3 科すべてを一包化。この

アズノールうがい液

間に残薬も調整した。

ユベラ軟膏

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

E 眼科

会を処方せん調剤時の度に毎回行った。

ジクアス点眼薬
ムコスタ点眼薬 UD

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。

内服薬のみで 14 種類 37 個に及ぶ薬を 1 日に服
A 整形外科
カロナール錠３００

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

３錠

ミオリラーク錠 50mg ３錠

使用し続けていた。

レバミピド錠 100mg ３錠

減薬は急務であり６）、まず胃腸系の薬が特に多く、

エディロールカプセル 0.75μｇ １カプセル

6 種類以上になっていることから、A 整形外科のレバ

モーラスパップ 30mg

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

B 皮膚科

類減らすことができた。また、その後も、多重受診の

スピール膏

解消のため、C 大学病院へ薬剤服薬情報提供書を

ルリコンクリーム

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。
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写真１ 残薬調整をしても、使いきれなかった

写真２ 患者さんからの手紙

医薬品の数々
ていただきたく何卒宜しくお願いします。」

３．３減薬による経済効果

患者 X さんの前向きに自分自身の体に対して向か

以上、今回の症例での減薬における医療費削減を

い合おうとしている気持ちがとても重要であり、かかり

試算すると
レバミピド錠 100mg 9.9×3=29.7 円

つけ薬剤師は医療従事者として患者から聞き取った

エクセラーゼ配合錠 5.6×3=16.8 円

内容を医師へ情報共有、提案をすることで、患者自

モサプリド塩酸塩錠 5mg 9.9×3＝29.7 円

身が治療に前向きに参加できるようになることが大切

ｶﾞｽﾛﾝ N・OD 錠２mg 26.30×2＝52.6 円

だ５）と感じている。

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

考察

46883.2 円の医療費削減効果がある。実際には調剤

４．１かかりつけ薬剤師の効果

料なども減額になることが考えられるので、効果はこ

今回のことから、残薬調整からは、医療費削減効

れ以上と思われる。

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

３．４薬剤師と患者と医師との協労

ることが少なくない（写真１）。そのため、多くの場合多

3.3 の症例の結果患者 X さんより手紙をいただくこと

重受診から大量の薬を服薬することになっている現

になった(写真 2)。その内容は

状から、減薬をかかりつけ薬剤師が患者と共に実現

「残暑お見舞い申し上げます。

することが大切だと考える。残薬の調整は元より、根

毎日厳しい暑さが続きますね。

本的に薬の飲みすぎに発する医療費の無駄を改善

日頃は何かとお世話になり、この度も大変お世話

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）

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

まずは、かかりつけ薬剤師制度とは薬剤師と患者

心が前向きに落ち着いて進めるような軽い心になりま

の信頼関係が根底にあることは、薬剤師にとっても患

した。

者にとっても、わかりやすいシステムであり、患者だけ

少しでも元気になり 1 日 1 日を楽しく過ごすのが望

ではたどり着けない情報の整理や医師へ気持ちを伝

みです。

える方法として有効であるといえる。

これからも大変お世話になりながら、いろいろ教え
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ka/vision_1.pdf

４．２かかりつけ薬剤師の問題点

4) Sakurai.H:YAKUGAKU ZASSHI

現状の薬局システムでは、せっかくかかりつけ薬剤

129(5)557-568(2009)

師になっても、患者が薬剤師の勤務表どおりに来局

5) 武藤正樹：医療が変わるto2020

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

http://masaki.muto.net/lecture/201511291.

月 1 日から 8 月 31 日までの期間にかかりつけ薬剤師

pdf
6) Akishita M：Kusuri ha

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

5syuruimade,1,60-64(2014)

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。

【引用文献】
1) H27.7.22中医協資料 残薬確認と分割調剤等
について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12
404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000092092.
pdf
2) 厚生労働省 平成28年度診療報酬改定の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouho
u-12400000-Hokenkyoku/0000116338.pdf
3) 厚生労働省 患者のための薬局ビジョン
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhapp
you-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumu
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＜一般論文＞

抗悪性腫瘍剤の臨床薬物動態に影響を与える因子の解析
Factors influencing the Clinical Pharmacokinetics of
Anti- Cancer Agents

宮本康敬1)、坪井久美1)、平野公美1)、遠藤拓未1)、渡邉進士1)、緒方宏泰2)
Yasunori Miyamoto1), Kumi Tsuboi1), Kumi Hirano1), Takumi Endou1), Shinji Watanabe1), Hiroyasu Ogata2)

1)* 浜松医療センター 薬剤科
2) 明治薬科大学 名誉教授
*〒432-8085 浜松市中区富塚町328 浜松医療センター 薬剤科

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.

Vol.8 No.1(2016)
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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。

Keywords : clinical pharmacokinetic parameter, anti- cancer agent, protein binding rate,
blood / plasma ratio, binding sensitive
臨床薬物動態パラメータ、抗悪性腫瘍剤、蛋白結合率、クリアランス、
全血中薬濃度/血漿中薬物濃度比、蛋白結合依存性
(Received; September 19, 2016, accepted; October 19, 2016)
(Corresponding author: ymiyamo@hmedc.or.jp)
される。CLtot は腎クリアランス(CLR)と腎外クリアラン

目的
全身適応を目的として投与された薬物は、全身循

ス(CLeR)に分けて把握できる。更に、Vd、CLR、CLeR

環血で目標となる標的組織に運ばれ、効果・作用発

の変化を引き起こす因子は薬物と生体の生理的な構

現の引き金となる構造体と結合する。組織中では蛋

成要素との相互作用によって規定される。そのため、

白と結合した結合形薬物と蛋白と結合していない非

Vd、CLtot の値およびそれらの決定因子を明らかに

結合形薬物が平衡状態にあり、そのうち、効果・作用

することは、薬物血中濃度の変化を事前に推定する

発現のための構造体と結合するのは非結合形薬物

こと、また、起こった変化の主要な因子を推定すること

である。そのため、組織中の非結合形薬物濃度を効

を可能にする。

果・副作用の強度や頻度と関連づけることができる。

しかし、上述したように、血中非結合形薬物濃度が

組織中非結合形薬物濃度と血中非結合形薬物濃度

効果・副作用の発現に関連する指標である。そのた

との間は速やかに平衡状態に到達するため、血中非

め、血中総薬物濃度と薬物動態の基本的パラメータ

結合形薬物濃度が効果・副作用の発現に関連する

との関係を血中非結合形薬物濃度に置き換えて、基

指標とすることができる。

本的パラメータの決定因子を明らかにしておくことが

血中総薬物濃度およびその時間推移は薬物動態

必要となる。しかしながら、このような視点から薬物動

の基本的パラメータ値；バイオアベイラビリティ(F)、分

態の基本的パラメータ値が収集され、それらの値をも

布容積(Vd)、全身クリアランス(CLtot)、によって決定

とに、各パラメータの決定因子を明らかにする取り組
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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

医薬品の一部は、緒方宏泰編著、臨床薬物動態学

を有効に適用することの障害の一つとなっている。そ

4)・付表

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

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

sho_yakubutsu/fuhyo/)丸善（以下、CPK と略す）

3）

を対象

に記載された値を引用した（Figure 1）。

に、基本的パラメータ値の収集と、それら値に基づき、

薬物を静脈内投与後の血漿(血清)中総薬物濃度

血中非結合形薬物濃度の変化を決定している因子

測定値から推定されたバイオアベイラビリティ（F）、分

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

布容積（Vd）、全身クリアランス（CLtot）、未変化体尿

態の基本パラメータを収集し、血中非結合形薬物濃

中排泄率（Ae(%)）、さらに in vitro 血漿（血清）中非

度の変化を決定している因子を特定することを主要

結合形分率（fuP）のそれぞれの値を収集した。血漿

な目的とした。また、その取り組みを通じて、臨床薬物

中総薬物濃度に基づく薬物動態パラメータを全血中

動態情報の提供の現況を明らかにすることを副次的

総薬物動態パラメータに変換する際に用いる全血中

な目的に置いた。

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

方法

決定因子を明らかにすること目的としているため、臨

臨床薬物動態パラメータ値の収集

床薬物動態パラメータ値は、原則、健康成人を対象

2015 年 12 月時点で薬価収載されている薬剤で、

として得られた値とする。しかし、殺細胞性抗悪性腫

抗腫瘍薬として薬効分類されている抗悪性腫瘍剤

瘍剤の薬理作用の特性上、健常人を対象とした検討

124 薬剤を対象として、成人を対象に算出された臨

が少ないことから、成人の癌患者を対象とした検討か

床薬物動態の基本パラメータ（以下、パラメータと略

らも各パラメータ値を収集した。また、Vd あるいは

す）値を収集した。

CLtot が体重あたりあるいは体表面積あたりで表記さ

パラメータ値を収集するために用いた資料は、対

れている場合は、体表面積あるいは体重をもちいて

象薬剤の医薬品インタビューフォーム（以下、IF と略

絶対値を算出した。なお、本報告では各薬物の薬物

す）とし、IF で収集できなかった場合は、独立行政法

動態上の決定因子を特定することを主目的に置いて

人医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA と略す）

いるため、日本人の平均体重および平均体表面積

のホームページにおける「医療用医薬品情報検索

に近い、体重 60 kg、体表面積 1.6 m2 を用いた。

5)

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

F は同一被験者における静脈内投与によって得ら

ch/)」にて公開されている製造販売承認時の審議結

れた AUC（AUCiv）と治療で用いられる投与経路によ

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

って得られた AUC（経口投与の場合：AUCpo、皮下

approval、以下 AA と略す）を資料とした。IF に掲載

注投与の場合：AUCsc、筋肉内投与の場合：AUCim）

されている情報は AA に記載されている情報の一部

の比から算出した。

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。

F = AUCpo / AUCiv（経口投与の場合）

AA には記載されていても IF には記載されていない

F = AUCsc / AUCiv（皮下注投与の場合）

場合があるため、次いで AA を情報源とした。IF およ

F = AUCim / AUCiv（筋肉内投与の場合）

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

Vd の値は、血漿中総薬物濃度の対数値の時間推

献検索を行い、静脈投与後の薬物動態パラメータ値

移が 1 相性を示すか、2 相性以上の推移を示すかに

が収集できた論文とした。これらの一次資料から静脈

よって、表現する内容が異なる。治療が行われる状況

投与後の薬物動態パラメータ値を収集できなかった

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
静脈投与後により得られた Ae(%)が報告されてい

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

る場合は、その Ae(%)値を採用した。なお、この場合、

合は、その CLtot 値を採用した。また、静脈投与後に

尿中未変化体排泄量がほぼ全量、収集されているこ

より得られた AUC（AUCiv）と投与量（D）のみが報告

とが必要であるため、薬物の血中半減期の 4 倍以上

されている場合は、次式によって算出した。

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

CLtot ＝ D / AUCiv

た。
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物濃度比として報告されている場合は、その値を B/P

Ae(%) = (CLR / CLtot)・100

値として採用した。血球中総薬物濃度と血漿（血清）
臓器 x のクリアランス(CLx)は CLtot を CLR と腎外ク

中総薬物濃度との比（Bc/P）として報告されている場

リアランス(CLeR)にわけ、原則、CLeR の値を肝クリア

合は、次式により B/P 値への変換を行った。なお成

ランス（CLH）値と仮定した。なお、CLtot と CLR の差の

人男性のヘマトクリット値（Hc）は 40~48%程度が正

値を CLeR とした。

常値である 6)が、本報告では、薬物動態基本パラメー

fuP は、血漿（血清）中蛋白結合分率として報告さ

タの主要な決定因子を特定することを主目的としてい

れている場合は、次式より算出した。

ることから、簡略的に Hc = 0.5 とした。

fuP＝1-［血漿（血清）中蛋白結合分率］

B/P = Hc･[ (Bc/P) - 1] +1

薬物は、全身循環血の全血で臓器、組織に運ば

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。

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

B/P = (1 - Hc) / (1- 血球移行分率)

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

血漿（血清）中非結合形分率は以下の式で全血中

れている。薬物が血球に分布しない場合であれば、

非結合形分率(fuB)に変換することが可能であるが、

血漿（血清）中総薬物濃度から求められたパラメータ

fuB の変化率と fuP の変化率は同一となるため、薬

を血漿（血清）容量あるいは血漿（血清）流速を対象

物の全血液中非結合形分率に基づく薬物動態の特

に評価することで、正確に決定因子を推定することが

徴付けは血漿中非結合形分率(fuP)の値に基づいて

可能である。しかし、薬物が血球にも分布している場

行った。

合には、血漿（血清）容量あるいは血漿（血清）流速
fuB = ( (1 – Hc) / (B/P))・fuP

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）

収集したパラメータ値をもとに Table 1 の基準に従い

中総薬物濃度によって算出された分布容積、臓器ク

特徴づけを行い、血中総薬物濃度および血中非結

リアランスを全血液中総薬物濃度によって見積もられ

合形薬物濃度に基づく分布容積と臓器クリアランスの

た値に変換することが必要であり、全血液中総薬物

決定因子を特定した。各パラメータの特徴づけ及び

濃度に基づいて算出されたパラメーラ値を以下の式

決定因子の特定は以下の通りとした。

より算出した。
消失臓器の特定
Ae(%)が 70%以上であれば、全身循環血中に到

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

達した薬物のうち 70%以上が腎排泄によって消失す

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

るため、全身クリアランスを次式で表した。
Vd(p)、CLX(p)は血漿（血清）中総薬物濃度を用いて
CLtot = CLR：腎排泄型

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
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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

Vd = Vp：体内薬物量の 70%以上が細胞外液に分布

物が肝消失によって消失するため、全身クリアランス
この場合、おおよそ、Vd(b)が 20 L 未満とした。こ

を次式で表した。
CLtot = CLH：肝消失型

こで、Vp は細胞外液容量、Cb は全血中総薬物濃度

一方、Ae(%)が 30~70%であれば、肝消失と腎排泄

をそれぞれ示す。

の両方の機構によって薬物が消失するため、全身ク

一方、体内薬物量の 70%以上が細胞内液に分布す

リアランスを次式で表した。

る場合は、体内薬物量は主に細胞内液に分布してい

CLtot = CLH + CLR：中間型

るため、次式のように表した。

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

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

し、次式で表した。

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

CLtot = CLeR

胞内液に分布
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

この場合、おおよそ、Vd(b)が 50 L 以上とした。こ

は、体内薬物量は主に細胞外液にのみ分布している

こで、VT は細胞内液容量、CT は細胞内液中総薬物

ため、体内薬物量を定義し、次式のように表した。

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

Ab = Vp・Cb = Vd・Cb

合形分率をそれぞれ示す。
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また、体内薬物量の 30~70%が細胞内液に分布

すると、B/P の最低値は 0.5 となる。そのため、Vd(p)

する場合は、Vd の大きな変化率をもたらす明確な決

< 10 L の場合は、薬物は主に細胞外液にのみ分布

定要因はなく、変化しにくいため、次式のように表し

しているとした。

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

Vd ＝ Vd：中間型

収集の有無に従って特定した。
B/P 値の報告がない場合には、Hc 値を 0.5 と仮定

臓器クリアランスを決定している因子の特定

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
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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

臓器を通過しても薬物が殆ど血液からは消失しな

めには、①各臓器に運ばれる過程、②組織に分布す

いことから、動脈血中と静脈血中の総濃度が同等

る過程、③各臓器で消失する過程、を経て体内から

（Cba = Cbv）と考え、次式のようにクリアランスを表し

消失する。このように連続的な過程を経て消失する場

た。

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

CLX = fuB・CLintX： 消失能依存性を示すクリアラン

程とはならないため、①か③のどちらかが律速過程と

ス

なり、どちらであるかは次式のように薬物の各臓器で
ここで CLintX は臓器 X の消失固有クリアランス、

の抽出比（E）で判断した。

CTf は臓器 X の組織中非結合形薬物濃度、Cbvf は
臓器 X に運ばれる速度 ＝ QX・Cba

臓器 X の静脈血中非結合形薬物濃度、Cbv は臓器

臓器 X での消失する速度 ＝ CLX・Cba

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

ここで QX は臓器 X の血流速度、Cba は臓器 X の

をもたらす明確な決定要因はなく、変化しにくいた
め、

動脈血中総薬物濃度をそれぞれ示す。

CLX = CLX：中間型を示すクリアランス

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。

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

EX = CLX・Cba / QX・Cba ＝ CLX / QX

CLR(p) < 180 mL/min の場合には、それぞれ消失
EX が 0.7 以上の場合、運ばれてきた薬物が殆ど血

能依存とした。

液からは消失していることを示しており、臓器に運ば

臓器クリアランスの決定因子の推定と決定因子が

れる速度（血流速度）が律速過程となっていることを

特定できない理由を Figure 3 のフローチャートのよう

示すため、血流速度がクリアランスとした。

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。

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

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

QX は臓器 X を通過する全血流速度であり、腎臓で

（AUCpo ）、経口クリアランス（CLpo ）の関係は以下の

は 1,200 mL/min、肝臓では 1,600 mL/min を用い

ように表した。

た。
D = (CLtot / F)・AUCpo ＝ CLpo・AUCpo

一方、EX が 0.3 未満では、運ばれてきた薬物が殆

CLpo = CLtot / F

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

F はバイオアベイラビリティで、次式で表した。

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・

F = Fa・Fg・Fh

Cbv・fuB = CLX・Cba
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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

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。

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。

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

ER が 0.7 以上の場合：CLpo ＝ QR / Fa

主に腎臓から消失する薬物の場合は,肝臓での消

一方、主に肝臓から消失する薬物の場合は、吸収

失は受けずに全身循環に到達し、腎臓で排泄される。

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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薬物が肝臓に運ぶ過程が律速になることはなく、消

に、Ae(%)値、静脈投与後の CL 値、B/P 値、fuP 値

失過程が律速となり、経口クリアランスは、肝臓での

の順にそれぞれの収集の有無に従って特定した。

消失能に依存する。
非結合形薬物濃度によって定義されるパラメータを
CLpo = fuB・CLintH / Fa

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

経口クリアランスの決定因子の推定と決定因子を

（Vdf ）、臓器クリアランス（CLXf ）、経口クリアランス

特定できない理由を Figure 4 のフローチャートのよう

（CLpof）の決定因子は血中総薬物濃度によって定義

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
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IF、AA、PubMed による文献検索および CPK より、

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

一部あるいはすべての臨床薬物動態パラメータ値を

した。

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

Vdf = Vd / fuB

ルバミド、エストラムスチン、ミトタンの 5 薬物はいずれ

CLXf = CLX / fuB

のパラメータ値も収集することができなかった。白金

CLtotf = (CLR + CLeR) / fuB

製剤は血中及び組織中の蛋白と結合は不可逆的で

CLpof = CLpo / fuB

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

血中総薬物濃度によって定義される CLX 、Vd、

た。フルダラビンは生体内で直ちに活性代謝物

CLpo の変化率と、非結合形薬物濃度によって定義さ

（2F-ara-A）に変換されるとして、2F-ara-A を静脈内

れる CLXf、Vdf、CLpof の変化率は、fuP から算出され

投与して得られるパラメーラを収集した。イリノテカン

る fuB の変化率が大きいほど両者の乖離が大きくな

の活性代謝物である SN-38 も静脈内投与によって得

る。fuB の変化率は fuP の変化率と同一となるため、

られるパラメータ値のうち fuP のみ収集することができ

fuP の値に基づいて行った。fuP の変化率は fuP の

た。ノギテカンは生体内でラクトン環が開環したジヒド

絶対値が小さいほど大きいという特徴を有する。そこ

ロキシ体（開環体）と可逆的な平衡状態で存在してい

で、血中総薬物濃度によって定義される CLX、Vd、

るため、ノギテカン及び開環体の合計の総ノギテカン

CLpo の変化率と、非結合形薬物濃度によって定義さ

濃度に基づき算出されたパラメータ値を収集した。抗

れる CLXf、Vdf、CLpof の変化率の乖離が無視できな

体製剤の Ae(%)は「バイオテクノロジー応用医薬品の

い条件として fuP 値が 0.2 より小さい場合とし、その条

非臨床における安全性評価」に沿って検討されてい

件を有する薬物については非結合形薬物濃度によ

ないことが多いが、いずれも 0 とした。また、fuP はい

って定義される CLXf、Vdf、CLpof を考察対象とす

ずれも 1.0 とした。ドキシフルリジンのパラメータ値は

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

カペシタビンの AA より収集することができた。

0.2

と し 、 binding

得られたパラメータ値の情報源について Figure 1 に

insensitive の特徴を持つ薬物では、変動を引き起こ

示す。130 薬物の各 6 つのパラメータ（合計 780 パラ

す因子としては fuB の寄与は小さい。

メータ）のうち 287 パラメータ(36.8%)が収集できなか

を

binding

insensitive

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

結果
殺細胞性抗悪性腫瘍剤 70 薬物、低分子医薬品の

59 (7.6%)、IF および AA で収集できず PubMed に

分子標的治療剤 28 薬物、抗体医薬品の分子標的治

より検索した文献により収集できたパラメータ数は 22

療剤 15 薬物、内分泌治療剤 17 薬物の合計 130 薬

(2.8%)であった。これら 3 つの情報源からも収集する

物の臨床薬物動態パラメータ値および B/P 値を

ことが出来なかった薬物の内、CPK より収集できたパ

Table 2 に示した。

ラメータ数は 32 (4.1%)であった。IF だけですべての

テガフール・ギメラシル・オテラシル配合剤およびテガ

パラメータ値を収集できたのは 3 薬物（クロファラビン、

フール・ウラシル配合剤についてはギメラシル、オテ

ノギテカン、テムシロリムス）のみであった。Ae(%)、

ラシル、ウラシルついても、トリフルリジン・チピラシル

Vd、CLtot および fuP の 4 つのパラメータ値を収集す

配合剤についてはチピラシルについても同様にパラ

ることができたのは、56 薬物 (43.1%)であった。B/P

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、

値は 44 薬物 (33.8%)で収集することができ、上記 4

ラセミ体として投与されるが、それぞれ S 体と R 体に

つのパラメータと B/P 値の 5 つのパラメータを収集で

分けて収集した。

きたのは 15 薬物 (11.5%)であった。殺細胞性

- 45 -

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)

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、

た。推定できなかった理由は、すべて Ae(%)を収集

抗体医薬品の分子標的治療剤、内分泌治療剤の

できない（ND2）ことによった。（Figure 4）

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

考察
個々の患者の病態に等に応じた適正な薬物療法

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

を行うためには、原理的には血中非結合形薬物濃度

濃度の変化を規定する因子の推定を行い、その結果

の変化を把握し、投与量と投与間隔を設定する必要

を Table 3 に示した。テムシロリムスとシロリムスは全

がある。しかし、binding insensitive な特徴を持つ

血中総薬物濃度に基づくパラメータ値

薬物については、血中総薬物濃度の変化率と血中

を収集できたため、決定因子を検討する際に B/P 値

非結合形薬物濃度の変化率との間の差異は臨床上

での補正は必要なかった。

無視できる程度であるため、血中総薬物濃度の変化

fuP は 113 薬物 (86.9%)で収集でき、そのうち、

を 把 握 す る こ と で 対 応 が で き る 。 一 方 、 binding

binding sensitive (fuP<0.2)の特徴を有するものは

sensitive な特徴を持つ薬物については、血中総薬

47 薬物であった。

物濃度の変化率と血中非結合形薬物濃度の変化率

血中総薬物濃度を決定している分布容積（Vd）と

との間の差異は臨床上無視できず、血中総濃度の変

全身クリアランス（CLtot ）の決定因子を推定できたの

化に基づく治療計画立案では判断を誤る危険性があ

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

る。しかし、血中非結合形薬物濃度の変化あるいは

った。また、血中非結合形薬物濃度の変化を決定し

血中総薬物濃度の変化の可能性を把握するために

ている分布容積（Vdf）と全身クリアランス（CLtotf）の決

は、パラメータ値に基づくこれらの決定因子を考察す

定因子を推定できたのは、ともに 43/130

(33.1%)

る必要がある。本研究では、腫瘍用薬に分類されて

であった。全ての決定因子を推定できたのは 27/130

いる 124 薬剤、130 薬物について臨床薬物動態パラ

（20.8%）であった。

メータ値を収集した。平成 11 年 9 月分より PMDA の

Vd の決定因子を推定できなかった理由は、静脈投

ホームページ「医療用医薬品情報検索」において、

与時の Vd 値を収集できない(ND1, 43/130)、B/P 値

AA が公開されており、IF では収集することができな

を収集できない（ND3, 42/130）であり、同様に Vdf で

かった場合に、一部の薬物については臨床薬物動

は、静脈投与時の Vd 値を収集できない（ ND1,

態パラメータ値が収集可能であった。このことから、製

43/130）、B/P 値を収集できない（ND3, 42/130）、

薬企業は承認申請時に薬物動態パラメータに関する

Vd の特徴づけは可能であったが fuP を収集できな

情報を把握しているが、IF には記載しないケースが

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

あることが明らかとなった。添付文書の内容を補完す

因子を推定できなかった理由は、静脈投与時の

る情報として IF が位置付けられている

CLtot 値を収集できない（ND1, 43/130）、Ae(%)を収

物動態に関する基本情報が存在しているにも拘わら

集できない（ND2, 22/130）、B/P 値を収集できない

ず IF に記載されないことは、残念なことである。一方、

（ND3, 22/130）、臓器クリアランスの特徴づけは可能

AA が公開されていない、あるいは AA にも記載され

であったが fuP 値を収集できない（ND4, 3/130）であ

ていない薬物については PubMed による文献検索

り、同様に CLf では、静脈投与時の CLtot 値を収集で

により一部の薬物は収集可能であった。それでも記

きない（ND1, 43/130）、Ae(%)を収集できない（ND2,

載が無い場合には、CPK を参照することでさらに収

22/130）、B/P 値を収集できない（ND3, 22/130）で

集可能であった。

あった。(Figure 3)

B/P 値については、緒方や川名らが示した心房細動

経口投与される 61 薬物のうち 18 薬物 ((29.5%)

治療薬

7)が、臨床薬

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

の経口クリアランスの決定因子を推定することができ
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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

どにより血漿中非結合形分率が上昇する可能性があ

ついては 2010 年以前と比較して高率に収集すること

る。さらに、α1-酸性糖タンパク質（以下、AGP と略

が可能であり、IF に掲載されている薬物は 13 薬物

す）に結合する薬物では、腎機能障害時に AGP 濃

（アザシチジン、クロファラビン、ノギテカン、トリフルリ

度が上昇し、血漿中非結合形分率が低下する可能

ジン、チピラシル、エルロチニブ、エベロリムス、ニロ

性がある。binding sensitive の特徴を示す薬物では

チニブ、パゾパニブ、シロリムス、スニチニブ、テムシ

血漿中非結合形分率が変化することで、血中総薬物

ロリムス、エンザルタミド）であった。

濃度と血中非結合形薬物濃度の変化率の大きさや

効果や副作用に主に関係している AUC や繰り返

変化の方向に乖離が生じる。そのため、総濃度の変

し投与時の定常状態平均血中濃度は全身クリアラン

化による投与設計では、投与量が過剰あるいは不足

スによって決定される。CL および CLf の決定因子を

になることが予想される。

推定できたのはそれぞれ 30.8%および 33.1%のみで

イマチニブは平成 24 年 4 月より特定薬剤治療管

あった。静脈内投与後の CLtot および Ae(%)が求めら

理料算定対象薬物に指定された。イマチニブの

れていないというのが主な理由であった。これらの理

Ae(%)は 5%で肝消失型薬物 9, 10)である。fuP が 0.05

由により、経口投与される薬物の経口クリアランスの

であり binding sensitive な特徴を示し、結合蛋白濃

決定因子も同様に推定することができなかった薬物

度の変化によって血漿中非結合形分率が変化する

が相当数にのぼった。

可能性がある。主に AGP とアルブミンと結合する

白金製剤は、血中のグルタチオンやアルブミン、グロ

12)と報告されているが、fuP

ブリンなどの低分子物質や高分子蛋白質と不可逆的

白質がどちらかは明らかでない。イマチニブは慢性

8)されており、限外ろ過で除去

骨髄性白血病 13)ではトラフ値が 1,000 ng/mL 以上、

される高分子付加体と、除去されない低分子付加体

消 化 管 間 質 腫 瘍 （ Gastrointestinal Stromal

を含んでいる。そのため、未変化体薬物はすべて非

Tumor；GIST）14)では 1,100 ng/mL を目標濃度とさ

結合形薬物であるため、fuP は 1.0 とした。カルボプ

れている。この目標濃度は総薬物濃度であるが、効

ラチン、ミリプラチン、ネダプラチン、オキサリプラチン

果と副作用に関係している非結合形薬物濃度の変

の IF では、総白金濃度や限外ろ過したろ液中の白

化を考える必要がある。腎機能障害患者

金濃度を測定しており、非結合形白金濃度を測定し

障害患者 10)を対象としたイマチニブの体内動態が

ていないと考え、パラメータ値として採用しなかった。

血中総薬物濃度値を対象に報告され、非結合形薬

また、シスプラチンは血中あるいは組織中の蛋白質と

物濃度の変化は測定されていない。そこで、上述した

の不可逆的な結合が主な消失機構であるため、腎外

解析により非結合形薬物濃度の変化の可能性につ

クリアランスを主な機構とした。

いて考察を行った。軽度腎機能障害では、AUCpo が

に結合することが報告

11,

の変化に寄与している蛋

15)と肝機能

また、抗体医薬品は、内因性の免疫グロブリンの

1.51 倍上昇している。この機序は血漿非結合形分率

代謝過程と同様に細網内皮系に取り込まれた後に加

がほぼ変化ない（0.98 倍）ことから、CLintH のみが低

水分解されると考えられるため、腎外クリアランスを主

下（0.68 倍）したと考えられる。このことから、非結合

な消失機構とした。

形薬物濃度も総薬物濃度の変化と同様と考えられる。

殺細胞性抗悪性腫瘍剤である 70 薬物のうち 15 薬物

また、中等度腎機能障害では、血漿中非結合形分率

(21.4 %)および低分子医薬品の分子標的治療剤で

の低下（0.75 倍）が測定されていることから、結合蛋

ある 28 薬剤のうち 21 薬剤 (75.0 %)が binding

白は AGP であることが推察される。中等度腎機能障

sensitive (fuP < 0.2)の特徴を有していることが分か

害では腎機能正常と比較して血中総薬物濃度の

った。これらの薬物のうち、血漿アルブミンに主に結

AUC が 2.01 倍上昇している。この機序は、腎機能低

合している場合では、肝機能障害時のアルブミン合

下に伴う AGP 濃度上昇による血漿中非結合形分率

成能の低下や腎機能障害時のたんぱく尿の出現な

の低下（0.75 倍）と CLintH の低下（0.66 倍）が同時に
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結論

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、

抗悪性腫瘍剤 124 薬剤、130 薬物の臨床薬物動

血中非結合形薬物の AUC (AUCpof)は 1.52 倍しか

態パラメータ：バイオアベイラビリティ、未変化体尿中

上昇していないと推定できる。肝消失型薬物にもかか

排泄率、分布容積、全身クリアランス、血漿（血清）中

わらず、腎機能低下患者で総血中薬物濃度が上昇

非結合形分率、血中総薬物濃度/血漿（血清）中薬物

しているのは、CLintH の低下と共に fuP の低下に起

濃度比のそれぞれの値を収集した。その結果、124

因していると推定される。この結果、血中総薬物濃度

薬物 (95.4%)で一部あるいはすべての臨床薬物動

に基づく投与量調節では、期待する効果を得られな

態パラメータを収集することができた。また、B/P 値は

い、あるいは、予想以上の副作用がもたらされる可能

44 薬物 (33.8%)でのみの収集に留まった。130 薬

性がある。一方、軽度および中等度肝機能障害では、

物の各 6 つのパラメータ（合計 780 パラメータ）のうち

肝消失型薬剤にもかかわらず血中総薬物濃度の

IF あるいは AA により収集できたパラメータは 52.6%

AUCpo はそれぞれ 0.78 倍、0.66 倍に低下している。

であり、製薬企業からの臨床薬物動態基本情報の提

fuP は報告されていないが、肝機能障害時に CLintH

供は改善の余地があった。決定因子の特定ができた

が上昇するとは考えにくいため、fuP の増加が関与し

のは、27 薬物のみであり、特定できなかった理由は、

ていることが推定できる。AGP は肝機能障害時には

1）静脈投与が行われておらず Vd や CLtot、Ae(%)

合成阻害により、血漿中濃度が低下する。このことか

が得られていない、2）B/P 値が得られていない、が主

ら、軽度あるいは中等度の肝機能障害時における血

であった。また、binding sensitive な特徴を示す薬

中総薬物濃度の低下は、fuP の上昇に起因している

物は 46 薬物 (35.4%)であり、低分子医薬品の分子

可能性が考えられる。しかし、得られている情報から

標的治療薬に多い傾向が認められた。副作用出現

は、血中非結合形濃度の変化は判断できない。この

により QOL の低下が著しい抗悪性腫瘍剤を適切に

結果、腎機能障害時同様に、総血中薬物濃度に基

投与設計するためには、臨床薬物動態パラメータの

づく投与量調節では、薬物治療計画を誤る可能性が

決定因子を特定することが必要である。また、臓器障

ある。イマチニブのように binding sensitive の特徴

害時において血漿（血清）中非結合形分率の測定と

を示す薬剤では非結合形薬物濃度の推定あるいは

血中非結合形薬物濃度の変化を推定することが重要

測定が必須といえる。

である。

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

【利益相反】

合形分率が IF あるいは AA に掲載されているのは 2

本発表に関連して、開示すべき利益相反はありませ

薬物のみであった。上述のイマチニブと同様に血漿

ん。

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
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