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Summary 

 
The pharmacokinetic parameters of 11 drugs used in the treatment of dyslipidemia in 
healthy adult subjects, such as the bioavailability, volume of distribution, clearance, 
free fraction in plasma (serum) and ratio of drug concentration in blood to plasma were 
collected via secondary source materials and published reports in order to clarify the 
factors influencing these pharmacokinetic parameters. The factors influencing the 
pharmacokinetics could be successfully analyzed for 3 drugs for which data on the 
blood / plasma ratio and the pharmacokinetic parameters could be collected. Out of the 
8 drugs for which the information on the blood/plasma ratio could not be collected, the 
analysis could be successfully completed only for two drugs. The blood/plasma ratio 
was reconfirmed to be essential for clarifying the factors influencing the 
pharmacokinetic parameters. Among all the drugs, 9 drugs were shown to have 
binding-sensitive characteristics (more than 80% bound to plasma protein), showing 
that the rates of change of the plasma free drug concentrations do not necessarily run 
in parallel with the observed plasma total drug concentrations in patients with various 
disease states. 
 
脂質異常症治療に用いられる主な 11 医薬品の健康成人を対象とした臨床薬物動態パラメー

タ；バイオアベイラビリティ、分布容積、クリアランス、血漿（血清）中遊離形分率、全血液中薬物濃
度/血漿（血清）中薬物濃度比（B/P）値を研究論文や三次資料から収集し、当該薬物動態の基
本パラメータの決定因子の特定を試みた。B/P 値が収集できた 3 薬物については、薬物動態の
基本パラメータの決定因子の特定を行うことができた。B/P値が収集できなかった8薬物の内、薬
物動態の基本パラメータの決定因子の特定ができたのは、わずか 2 薬物のみであった。薬物動
態の基本パラメータの決定因子の特定を行うためには、B/P 値が必要であることが再確認でき
た。種々の疾患時における血中総濃度の変化がそのまま遊離形濃度の変化として捉えることが
できない薬物である binding sensitive な特徴（遊離形分率が 0.2 以下）を示す薬物が 11 薬物
中 9 薬物とほとんどの薬剤であった。 
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目的 
医薬品を投与した際の効果及び副作用の強度や

発現頻度は、全身適用を目的とする医薬品の場合、

薬物の血中濃度に依存して変化する。その効果、副

作用の発現は薬物が効果、作用の発現に関係する

構造体に特異的に結合することにより連鎖的な生体

内反応を引き起こすことによっているが、結合するの

は、一般には、その構造体近傍に遊離形で存在する

薬物であり、細胞内に存在する蛋白や小器官に結合

している薬物ではない。しかも、特に血液中蛋白との

結合率が高い薬物（遊離形分率が0.2以下；binding 
sensitive と表現する）では、血中遊離形薬物濃度の

変化と血中総薬物濃度の変化は、臨床条件では必

ずしも平行ではない。そのため、特に血液中蛋白との

結合率が高い薬物においては、効果、副作用の発現

を引き起こす構造体近傍の遊離形薬物濃度と関連性

を有する血中遊離形薬物濃度の変化を推定すること

が重要である。 
しかし、製造販売されている医薬品の臨床薬物動

態情報は、臨床試験の検討対象となっている被験者

群における血中総薬物濃度の記述にとどまっている

ため、検討対象ではなかった被験者群への外挿を行

うことは難しい。また、血中遊離形薬物濃度の変化を

推定させる情報量は極めて少なく、血中総薬物濃度

に基づいた判断が遊離形濃度の変化を捉えきれて

いない例も散見される。 
これらの不十分さを補う方法は、該当医薬品の健

常成人被験者を対象とした薬物動態試験から薬物動

態の基本パラメータ値を収得し、その情報から各パラ

メータを決定している因子の特定を行うことを基礎に、

患者を対象とした薬物動態試験による総薬物濃度の

変化の測定結果から、血中遊離形薬物濃度の変化

の方向を推定することである。しかし、その推定を可

能にするためには、後述するように、対象薬物は静脈

内投与がされていなければならず、また、血漿あるい

は血清中薬物濃度から算出された基本パラメータ値

を全血液中薬物濃度から推定される基本パラメータ

値に変換しなければならない。また、患者の状態にお

いての薬物の血漿中遊離形分率の変化を基礎情報

として知っておくことが重要である 1)。 

緒方は先に、心房細動治療に用いられる 26 医薬

品の健康成人を対象とした臨床薬物動態パラメータ

値を収集し、薬物動態の基本パラメータの決定因子

の特定を試みた 1)。血漿（血清）中薬物濃度から算出

された基本パラメータ値を全血液中薬物濃度から推

定される基本パラメータ値に変換するために必要な

全血液中薬物濃度/血漿（血清）中薬物濃度比（B/P）
値は 18 の薬物で収集でき、基本パラメータの決定因

子を特定できたが、B/P値が収集できなかった8薬物

の内、furosemide, heparin の 2 つの薬物のみにお

いて基本パラメータの決定因子の特定を行う事がで

きたに過ぎず、B/P 値の重要度が確認された。更に

binding sensitive な薬物は 16 あり、検討した薬物

の過半数を超える 62%が血中総薬物濃度の測定値

のみでは、用法、用量の可否を検討できない状態に

あることを明らかにし、これらの不十分さを補うために

は、遊離形分率、B/P 値を加えた薬物動態の基本的

パラメータ値の情報が提供されることが重要であるこ

とを述べた。 
本研究では、国内において患者数が 4,000 万人

以上 2)と推定されている脂質異常症の治療に用いら

れる医薬品を対象に、薬物動態の基本的パラメータ

値を収集し、血液中遊離形薬物濃度の変化を決定し

ている要因を特定することを試みるとともに、脂質異

常症治療薬において薬物動態の基本的パラメータの

決定因子を特定するために必要な情報が適切に提

供されているか否かについて検討を行うこととした。  
 
研究方法 
脂質異常症治療に用いられる 2)主な 11 医薬品（ア

トルバスタチン、フルバスタチン、ピタバスタチン、プラ

バスタチン、ロスバスタチン、シンバスタチン、ベザフ

ィブラート、クリノフィブラート、クロフィブラート、フェノ

フィブラート、エゼチミブ）について健常成人を対象と

して算出された薬物動態の基本パラメータ値を収集

した。 
薬物動態の基本パラメータ値を収集するために用

いた資料は、該当する医薬品のインタビューフォーム

（以下、IFと略す）、厚生労働省審議結果報告書また

は承認申請者の申請資料概要（以下、application 
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for approval と略す） 
（http://www.info.pmda.go.jp/info/syounin_index
.html ） 、 米 国 の 添 付 文 書 及 び Medline
（http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed）による検

索を行い収集した論文である。更にこれら情報源から

静脈内投与後の薬物動態パラメータ値及び B/P 値

が得られなかった場合には、Goodman & Gilman's 
The Pharmacological Basis of Therapeutics 
12th Edition, Mac Graw Hil, 2011, Appendix II 
Design and Optimization of Dosage Regimens: 
Pharmacokinetic Data（以下、GG と略す）、緒方

宏 泰 編 著 、 臨 床 薬 物 動 態 学 3) ・ 付 表

（http://pub.maruzen.co.jp/book_magazine/rinsh
o_yakubutsu/fuhyo/）丸善（以下、CPK と略す）に

記載された値を引用することとした。 
健康成人に薬物を静脈内投与することにより得ら

れている分布容積Vd、全身クリアランスCLtot、未変

化体尿中排泄率 Ae(%)を基本的な情報とし、更に、

血漿（血清）中遊離形分率 fuB を加えた。 
 Vd の値は、血中総薬物濃度の対数値の時間推移

が 1 相性を示すか、2 相以上の推移を示すかによっ

て、表現とその内容が異なる。基本的には治療が行

われる状態における血中総薬物濃度の動きに主に

関与する分布容積を採用した。 
経口投与時のデータのみが公表されている場合、

薬物動態の基本パラメータ値に相当する値は、それ

ぞれ、Vd/F、CLtot/F、Ae(%)・F となり、静脈内投与

することにより得られる Vd、CLtot、Ae(%)と異なる。

F は経口投与時のバイオアベイラビリティを表す。市

販されている製剤が経口投与製剤であっても、静脈

内投与によって得られたパラメータ値が存在する場

合にはそれを第 1 選択とし、経口投与後のパラメータ

のみが得られている薬物で、F 値が報告されている

場合は、その F 値を用いて Vd、CLtot、Ae(%)を算

出した。 
腎クリアランス CLR 値は測定されている場合はそ

の値を用いた。CLR が測定されていないが、CLtot・
Ae(%)で計算できる場合はその計算値をあてた。腎

外クリアランス CLeR は CLtot と CLR の差の値

（CLtot – CLR）をあて、原則、その値を肝クリアラン

ス CLH であると仮定した。 
B/P 値が報告されている場合には、血漿（血清）中

総薬物濃度を用いて算出されている薬物動態パラメ

ータ値を全血液中総薬物総濃度に基づく薬物動態

パラメータ値（CLx(b)、Vd(b)）に変換でき、血中総薬

物濃度および血中遊離形薬物濃度の変化を規定し

ている要因を正確に評価することが可能となる。CLx
は臓器 x のクリアランスを示す。次式によって変換し

た。 
CLx(b) = CLx(p)/(B/P) 
Vd(b) = Vd(p)/(B/P) 

CLx(p)、Vd(p)は血漿（血清）中総薬物濃度を用

いて算出されている薬物動態パラメータ値を示す。 
また、血球中総薬物濃度と血漿中総薬物濃度との

比(Bc/P)の値の場合には、次式を用いて B/P 値への

変換を行った。Hc はヘマトクリット値を示す。本論文

では簡略的に Hc = 0.5 とした。 
 B/P = Hc・｛(Bc/P) – 1｝+ 1 
 臓器クリアランスを決定している要因の特定は以下

の考察により行った。 
血流によって運ばれてきた薬物濃度の臓器 x を通

過することによって引き起こされる低下度（Ex：抽出

比）を推定する。 
Ex = CLx(b)/Qx 

Qx は臓器 x を通過する血流速度である。腎臓で

は 1200 mL/min、肝臓では 1600 mL/min を用い

た。 
Ex の値から決定因子を特定した。 

Ex＜0.3：CLx = fuB・CLintx 
0.3＜Ex＜0.7：CLx = CLx 
Ex＞0.7：CLx = Qx 

fuB、CLintx は、それぞれ、薬物の血漿中遊離形

分率、臓器 x における薬物の固有クリアランスである。

尚、CLx = CLx は、臓器クリアランス値を鋭敏に変動

させる因子を有していないことを示す。 
分布容積を決定している因子の特定は以下の考

察により行った。 
Vd(b)＜20 L：Vd = Vp 
20 L＜Vd(b)＜50 L：Vd = Vd 
Vd(b)＞50 L：Vd = (fuB/fuT)VT 
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Vp、VT、fuT は、それぞれ、細胞外液容量、細胞

内液容量、薬物の細胞内遊離形分率である。尚、Vd 
= Vd は、分布容積値を鋭敏に変動させる因子を有し

ていないことを示す。 
B/P 値の報告値がない場合には以下の推定も加

えた。Hc値を 0.5と仮定すると、薬物が血球に分布し

ていない場合に B/P 値は 0.5 となり、薬物が血球に

分布すればするほど B/P 値は 0.5 より大きくなる。そ

のため、CLR(p)値が 180 mL/min より小さい場合、

CLH(p)値が 240 mL/min より小さい場合は消失能

依存性とした。また、Vd(p)が 10 L 以下の場合には

Vp とした。 
肝消失型の薬物が経口投与され、F＞0.7 である

場合、F = Fa・Fg・Fhであることから、Fh＞0.7となる。

そのため、EH＜0.3 と推定することができ、肝クリアラ

ンスは消失能依存性の特徴を示すと推定できる。Fa、
Fg、Fh はそれぞれ、経口投与後の吸収率、小腸上

皮細胞での消失回避率、肝臓における消失回避率

を示す。 
 経口クリアランス CLpo を決定している因子は以下

のように考察した。 
主に肝消失する場合、EH の大きさに関係なく、以

下の式で特定される。 
CLHpo = fuB・CLintH/Fa 
主に腎排泄により消失している場合、ER の値に従

って、以下の式で特定される。 
ER＜0.3： CLRpo = fuB・CLintR/Fa 
0.3＜ER＜0.7：CLRpo = CLR/Fa 
この場合、腎クリアランス値を鋭敏に変動させる因

子を有していないので、CLR と表現しておく。 
ER＞0.7： CLRpo = QR 
肝消失と腎排泄の両経路で消失する場合、以下の

式で特定される。 
CLpo = (fuB・CLintH + CLR)/Fa 
ER＜0.3： CLpo = fuB・(CLintH + CLintR)/Fa 
0.3＜ER＜0.7：CLpo = (fuB・CLintH + CLR)/Fa 
ER＞0.7： CLpo = (fuB・CLintH + QR)/Fa 

また、CLRについて決定因子が特定できない場合

にも、以下の表現を行った。 
CLpo = (fuB・CLintH + CLR)/Fa 

 活性代謝物のパラメータ値が得られた薬物では、当

該パラメータ値を用いて、活性代謝物の血中遊離形

薬物濃度の決定因子を検討することとした。 
遊離形薬物濃度によって定義される臓器クリアラン

ス CLxf、分布容積 Vdf の決定因子は、血液中総濃

度によって定義された臓器クリアランス CLx、分布容

積 Vd の決定因子から、次式を用いて推定した。 
CLxf = CLx/fuB 
CLtotf = (CLR + CLH)/fuB 
Vdf = Vd/fuB 
 消失速度定数 kel は次式とした。 
kel = Vd/CLtot = Vdf/CLtotf 
なお、脂質異常症治療薬のうち HMG-CoA 還元

酵素阻害薬について、薬物の肝細胞への取り込み

段階が肝臓における代謝の律速過程であると報告さ

れているが 4）、5）、本論文では全身循環血中に到達し

た薬物が全身から消失する速度を考察し、薬物の消

失臓器 x までの運搬過程が律速となる血流速度依存

性であるか、消失臓器 x における消失過程（細胞へ

の薬物の取り込み段階及び消失段階）が律速となる

消失能依存性であるかに大きく分類し評価した。 
 

結果 
脂質異常症の治療に用いられる主な11医薬品（ア

トルバスタチン、フルバスタチン、ピタバスタチン、プラ

バスタチン、ロスバスタチン、シンバスタチン、ベザフ

ィブラート、クリノフィブラート、クロフィブラート、フェノ

フィブラート、エゼチミブ）の健康成人を対象とした薬

物動態の基本的パラメータ値及び B/P 値を確認する

ことができた情報源とそれぞれの値を Table 1 に示し

た。IF に薬物動態の基本的パラメータ値が記載され

ていたのは 9 薬物（アトルバスタチン 6）、フルバスタチ

ン 7）、ピタバスタチン 8）、プラバスタチン 9)、ロスバスタ

チン 10）、シンバスタチン 11）、ベザフィブラート 12）、クリ

ノフィブラート 13）、エゼチミブ 14））であった。なお、シン

バスタチン、クロフィブラート及びフェノフィブラートに

ついては、それぞれの活性代謝物（シンバスタチンβ

ヒドロキシ体、p-クロロフェノキシイソブチル酸及びフ

ェノフィブル酸）のパラメータ値である。IF から F 値が

得られなかったピタバスタチン及びフェノフィブル酸
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はそれぞれ米国の添付文書 15)及び文献 16)から F 値

を得ることができた。また、フルバスタチン 17)及びプラ

バスタチン 18)については、それぞれ一次資料である

文献においても薬物動態の基本的パラメータを確認

することができた。IF や文献などから薬物動態の基

本パラメータが得られなかった 2 薬物（p-クロロフェノ

キシイソブチル酸、フェノフィブル酸）については、

GG データも含めてリストされている CPK から当該パ

ラメータ値を得た。 
ベザフィブラート、クリノフィブラート、エゼチミブを

除く 8 薬物で静脈内投与後の全てもしくは一部の薬

物動態の基本的パラメータ値を収集することができた。

そのうち、3 薬物（ピタバスタチン、p-クロロフェノキシ

イソブチル酸及びフェノフィブル酸）については、経

口投与後のパラメータ（Vd/F、CLtot/F、Ae(%)・F）

のみ得られた。また、11 薬物のうち、B/P 値が収集で

きたのは 3 薬物（ピタバスタチン、プラバスタチン、ロ

スバスタチン）であった。 
緒方の方法に従い 1)、各薬物の血中薬物総濃

度および血中薬物遊離形濃度の変化を規定する

因子の推定を行い、その結果を Table 2-1～3 に

示した。 
健康成人被験者を対象に薬物動態の基本パラ

メータの評価が可能な情報の収集ができた薬物は

8 薬物（アトルバスタチン、フルバスタチン、ピタバ

スタチン、プラバスタチン、ロスバスタチン、シンバ

スタチンβヒドロキシ体、p-クロロフェノキシイソブチ

ル酸、フェノフィブル酸）であった（Table 2-1～3）。
しかし、シンバスタチンβヒドロキシ体のF値は 5％
未満と活性代謝物であるにもかかわらず非常に低

値が示されており、その値の信頼性が乏しいため、

適正な F 値は得られていないものと評価し、薬物

動態の基本パラメータの決定因子の特定には至ら

なかった。また、ベザフィブラート、クリノフィブラー

ト及びエゼチミブは薬物動態の基本パラメータを

評価するために必要な静脈内投与後のパラメータ

が得られておらず、Ae(%)、CLtot 及びVd の評価

ができなかった（Table2-1～3）。なお、エゼチミブ

については難溶性のため静脈内投与が行うことが

出来なかったことがわかっている 19)。 

Table 1 Pharmacokinetic parameters and blood to plasma ratio value 
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Table 2-1 Factors determining  pharmacokinetic parameters with B/P ratio value 

Table 2-2 Factors determining  pharmacokinetic parameters with B/P ratio value 

Table 2-3 Factors determining  pharmacokinetic parameters with B/P ratio value 

Drug elimination route a) binding b) B/P Vd Vdf

atorvastatin H S - d) c) d) c)

fluvastatin H S 0.71 Vd Vdf
pitavastatin H S 0.58 (fuB/fuT)VT VT/fuT
pravastatin H・R　(52:48) IS 0.55 (fuB/fuT)VT VT/fuT

rosuvastatin H・R　(64:36) S - d) c) d) c)

simvastatin beta-hydroxy acid
(active metabolite of simvastatin)

H S - - -

bezafibrate - S - - -
clinofibrate - - - - -
p-chlorophenoxy isobutyric acid
(active metabolite ofclofibrate)

H S - Vp c) Vp/fuB c)

fenofibric acid
(active metabolte of fenofibrate)

H S - Vd c) Vdf c)

ezetimibe - S - - -

Drug CLR CLRf CLH CLHf

atorvastatin - - d) c) d) c)

fluvastatin - - QH QH/fuB
pitavastatin - - fuB・CLintH CLintH
pravastatin QR QR/fuB CLH CLHf

rosuvastatin d) c) d) c) d) c) d) c)

simvastatin beta-hydroxy acid
(active metabolite of simvastatin)

- - d) c) d) c)

bezafibrate d) c) d) c) d) c) d) c)

clinofibrate - - - -
p-chlorophenoxy isobutyric acid
(active metabolite ofclofibrate)

- - fuB・CLintH c) CLintH c)

fenofibric acid
(active metabolte of fenofibrate)

- - fuB・CLintH c) CLintH c)

ezetimibe d) c) d) c) d) c) d) c)

Drug CLpo CLpof kel

atorvastatin fuB・CLintH/Fa CLintH/Fa d) c)

fluvastatin fuB・CLintH/Fa CLintH/Fa QH/Vd
pitavastatin fuB・CLintH/Fa CLintH/Fa fuT・CLintH/VT
pravastatin （QR + fuB・CLintH)/Fa (QR/fuB + CLintH)/Fa fuT・(QR + CLH)/(fuB・VT）

rosuvastatin (fuB・CLintH + CLR d))/Fa (CLintH + CLRf ｄ）)/Fa d) c)

simvastatin beta-hydroxy acid
(active metabolite of simvastatin)

fuB・CLintH/Fa CLintH/Fa d) c)

bezafibrate (fuB・CLintH + CLR d))/Fa (CLintH + CLRf ｄ）)/Fa d) c)

clinofibrate (fuB・CLintH + CLR d))/Fa (CLintH + CLRf ｄ）)/Fa -
p-chlorophenoxy isobutyric acid
(active metabolite ofclofibrate)

fuB・CLintH/Fa CLintH/Fa fuB・CLintH/Vd c)

fenofibric acid
(active metabolte of fenofibrate)

fuB・CLintH/Fa CLintH/Fa fuB・CLintH/Vd c)

ezetimibe (fuB・CLintH + CLR ｄ）)/Fa (CLintH + CLRf ｄ）)/Fa d) c)

a) H: mainly via hepatic elimination  R: mainly via renal elimination  H・R: eliminated via hepatic and renal routes(ratio) 
b) S: binding sensitive  IS: binding insensitive
c) speculated from B/P ratio＞0.5
d) can not be specified
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また、B/P 値は、文献 20)から 1 薬物（フルバスタ

チン）、application for approval 21)から 1 薬物

（ピタバスタチン）と CPK から 1 薬物（プラバスタチ

ン）、総計 3薬物で得られ、B/P値を用いることによ

り、当該 3 薬物の薬物動態の基本パラメータの決

定因子を特定することができた。一方、多くの薬物

で B/P 値の収集が困難なのが現状であった

（Table 2-1）。 
B/P値が不明な場合には、ヘマトクリット値が0.5

と仮定した際のB/Pの最低値の0.5を用いることに

より、2 薬物（p-クロロフェノキシイソブチル酸、フェ

ノフィブル酸）で薬物動態の基本パラメータの決定

因子を特定できた。 
主に肝消失する 1 薬剤（シンバスタチンβヒドロ

キシ体）については、経口投与後の CLpo 及び

CLpof は EH の大きさによらず、fuB・CLintH/Fa
及び CLintH/Fa であるため、決定因子を特定す

ることができた。一方、未変化体尿中排泄率

Ae(%)が不明のため、CLpo における CLR の寄与

が推定できなかった 3 薬剤（ベザフィブラート、クリ

ノフィブラート、エゼチミブ）については、CLR 及び

CLRf の決定因子を特定することができなかった。

また、Ae(%)は得られているものの、B/P の最低値

の 0.5 を用いた場合に ER が 0.3 以上となる 1 薬

剤（ロスバスタチン）についても、CLR 及び CLRf
の決定因子を特定することができなかった（Table 
2-3）。 

なお、HMG-CoA 還元酵素阻害薬について、

薬物の肝細胞への取り込み段階が律速過程であ

ると報告されているが 4）、5）、本論文では CLpo の

決定因子の検討において、薬物の肝細胞への取り

込み段階及び肝細胞における代謝段階に分け、

そのうちの律速を規定する因子を明らかにする解

析的評価は行わず、まとめて、固有クリアランスとし

て表現した。 
主な脂質異常症治療薬である 11 薬物中、

binding sensitiveな特徴を示す薬物は、プラバス

タチン以外の 9 薬物（クリノフィブラートは不明）で

あった（Table 2-1）。 
 

考察 
主な脂質異常症治療薬である 11 薬物（アトルバ

スタチン、フルバスタチン、ピタバスタチン、プラバ

スタチン、ロスバスタチン、シンバスタチン、ベザフ

ィブラート、クリノフィブラート、クロフィブラート、フェ

ノフィブラート、エゼチミブ）について、健康成人を

対象とした薬物動態の基本的パラメータ値を確認

することが可能であった情報源は、IF が最も多く

有用な情報源であることが確認できた。本邦にお

いて静脈内投与製剤が市販されていない等の理

由により、IF からF値が得られなかった薬物では、

原著論文の検索、海外の添付文書または CPK な

どの 3 次資料を参照することにより F 値が得られる

場合があることが判明した。 
また、B/P 値は、IF に記載されている事例は認

められず、3 薬物のみ、原著論文、application 
for approval 又はCPKを参照することによりB/P
値を得ることができた。薬物動態の基本的パラメー

タの特徴付けに必要な情報である B/P 値が多くの

薬物で収集困難であった。結果として、CLx、Vd
の決定因子を推定できた医薬品は、検討した 11
薬物中 5薬物（フルバスタチン、ピタバスタチン、プ

ラバスタチン、p-クロロフェノキシイソブチル酸、フェ

ノフィブル酸）のみであり（Table 2-1～3）、薬物動

態の基本パラメータ値及び B/P 値の測定もしくは

公開されていない可能性が示唆された。 
11 薬物中プラバスタチン以外の 9 薬物が

binding sensitiveな特徴を示す薬物であったが、

脂質異常症治療薬のほとんどは、血中総薬物濃

度の変化がそのまま遊離形薬物濃度の変化として

捉えることが出来ず、総薬物濃度の変化の程度か

ら用法用量の変更を判断することは危険な薬物で

あることが分かった。血中総薬物濃度ではなく、遊

離形薬物濃度が効果及び副作用の発現に関連す

ると考えられるにもかかわらず、現実には、その殆

どの場合、血中遊離形薬物濃度が測定されていな

い、あるいは、それに関連する情報が収集されな

いまま、血中総薬物濃度の変化をもとに、用法用

量の変更の可否が検討されている傾向が強いと考

えられる。binding sensitive な 9 薬物の内で、2
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薬物（フルバスタチン、ピタバスタチン）では B/P 値

を収集することができ、薬物動態の基本パラメータ

の決定因子を特定することができた。また、B/P 値

を収集できなかった7薬物のうち2薬物（p-クロロフ

ェノキシイソブチル酸、フェノフィブル酸）について

も、すべて、CLx及びVdの決定因子を特定するこ

とができた。これらの薬物については、病態時の血

中総薬物濃度の測定値をもとに、遊離形薬物濃度

の変化の有無は推定できる条件にある。なお、添

付文書及び IF において、腎臓または肝臓の機能

障害を有する患者において血中遊離形濃度の測

定されている、あるいは、fuB が測定されている、も

しくは、血中遊離形薬物濃度の変化について考察

の有無を確認したところ、1 薬剤（エゼチミブ）の IF
において、「肝機能障害や腎機能障害による血漿

蛋白結合率への影響は認められていない。」との

記載が確認できた 14),19)。 
測定された総薬物濃度の変化をそのまま遊離

形薬物濃度の変化と判断しても乖離がない

binding insensitive な 1 薬物（プラバスタチン）に

ついては、B/P 値が収集でき、薬物動態の基本パ

ラメータの決定因子を特定することができた。 
以上のことから、薬物動態の基本パラメータの決

定因子の特定には B/P 値が重要であることから、

薬物動態の基本パラメータ値を適切に活用するた

めにも、脂質異常症治療薬にかかわらず、B/P 値

の測定及び公開が必要と考える。 
 

結論 
脂質異常症の治療に用いられる主な 11 医薬品

の健康成人を対象とした臨床薬物動態パラメータ

値を収集し、薬物動態の基本パラメータの決定因

子の特定を試みた。B/P 値は 3 薬物で収集でき、

いずれも薬物動態の基本パラメータの決定因子を

特定できたが、B/P 値が収集できなかった 8 薬物

のうち、薬物動態の基本パラメータの決定因子の

特定ができたのは 2 薬物のみであった。binding 
insensitive な薬物は 1 薬剤のみであり、検討し

た薬物の 91%が血中総薬物濃度の測定値を基に

は、用法、用量の可否を検討できないことが分かっ

た。心房細動治療薬と同様に、血中総薬物濃度か

ら遊離形薬物濃度を推定するための考え方の普

及と推定に必要な情報の測定と公開が望まれる。 
 

なお、本論文の一部は、日本アプライド・セラピ

ューティクス学会第 4 回科学的・合理的に薬物治

療を実践するためのワークショプ 「症例解析＆文

献評価ワークショップ 2013」 課題疾患：「脂質異

常症」（2013 年 10 月 13 日）にて発表した。 
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