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Summary 
 

The pharmacokinetic parameters of 22 drugs used in the treatment of rheumatoid 
arthritis in healthy adult subjects, such as the bioavailability, amount of unchanged 
drug excreted into urine, 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 only for 2 drugs for which data on the 
blood / plasma ratio and the pharmacokinetic parameters could be collected. Out of the 
20 drugs for which the information on the blood/plasma ratio could not be collected, the 
analysis could be successfully completed for 14 drugs. Among all the drugs, 11 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. The free fraction in plasma (serum) was 
reconfirmed to be essential for clarifying the factors influencing the pharmacokinetic 
parameters. 

 
関節リウマチの治療に用いられる主な 22 薬物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、未変化体尿中排泄率、分布容積、クリアランス、血漿（血清）中遊離形
分率（fuB）、全血液中総薬物濃度/血漿（血清）中総薬物濃度比（B/P）値をインタビューフォーム
や三次資料から収集し、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。B/P
値が収集できた 2 薬物のみであり、臨床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 20 薬物の内、臨床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、14 薬物であった。種々の疾患時における血中総薬物濃度の変化がそのま
ま血中遊離形薬物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
（fuB が 0.2 以下）を示す薬物が 22 薬物中 11 薬物であった。臨床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、fuB 値が必要であることが再確認できた。 
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目的 

医薬品の臓器機能障害患者に対する投与量調節

は、治験等で得られた薬物動態及び有効性・安全性

のデータをもとに検討され、添付文書の用法及び用

量の項もしくは用法及び用量に関連する使用上の注

意の項に規定されている。臨床薬物動態に関するデ

ータは主に血中総薬物濃度の測定値をもとに構成さ

れているが、血液中蛋白との結合率が高い（血漿（血

清）中遊離形分率が 0.2 以下；binding sensitive と

表現する）薬物においては、血中総薬物濃度の変化

と効果・副作用を引き起こす血中遊離形薬物濃度の

変化が大きく乖離する可能性を有している 1), 2)。個々

の患者の病態等に応じた投与量及び投与間隔を設

定して適正な薬物治療を行うためには、血中総薬物

濃度と血中遊離形薬物濃度の両者の変化を的確に

把握する必要があり、そのためには、臨床薬物動態

の基本パラメータ値（バイオアベイラビリティ、未変化

体尿中排泄率、分布容積、クリアランス、血漿（血清）

中遊離形分率、全血液中総薬物濃度/血漿（血清）中

総薬物濃度比値）に基づく考察が必要である。  

しかし、薬物の臨床薬物動態情報のうち、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血中遊離

形薬物濃度の変化を捉えきれていない例も散見され

るため 1) , 2)、該当薬物の健常成人被験者を対象とし

た薬物動態試験の結果から臨床薬物動態の基本パ

ラメータ値を決定している因子の特定を行うことにより、

血中遊離形薬物濃度の変化の方向を推定することが

有用である。その推定を行うためには、後述するよう

に、対象薬物が静脈内投与されていなければならず、

また、血漿（血清）中総薬物濃度から算出された基本

パラメータ値を全血液中総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。同時に、

様々な臓器機能障害等の合併症を有する患者にお

ける薬物の血漿（血清）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。 

本研究では、抗体医薬品などの生物学的製剤や分

子標的薬の開発により標準的薬物治療が変化しつつ

ある関節リウマチの治療 3)に用いられる薬物を対象に、

臨床薬物動態の基本パラメータ値を収集し、血漿（血

清）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、さらに、薬物治療を行う際に留

意すべき事項を臨床薬物動態の基本パラメータの決

定因子毎に考察した。 

 

研究方法 

関節リウマチ治療に用いられる 3)主な 22 薬物［非

ステロイド性抗炎症薬（以下、NSAIDs と略す）：セレ

コキシブ、ジクロフェナクナトリウム（以下、ジクロフェ

ナクと略す）、ロルノキシカム、ロキソプロフェンナトリウ

ム（以下、ロキソプロフェンと略す）、メロキシカム、ナ

プロキセン、ステロイド：デキサメサゾン、プレドニゾロ

ン、従来型 の疾患修飾性抗リウマチ薬（以下、

cDMARDs と略す）：ブシラミン、イグラチモド、レフル

ノミド、メトトレキサート、サラゾスルファピリジン、タクロ

リムス、トファシチニブクエン酸塩（以下、トファシチニ

ブと略す）、生物学的製剤（抗体医薬品）の疾患修飾

性抗リウマチ薬（以下、bDMARDs と略す）：アバタセ

プト、アダリムマブ、セルトリズマブペゴル、エタネルセ

プト、ゴリムマブ、インフリキシマブ、トシリズマブ）］を

対象薬物として、健常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値を収集した。 

臨床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、対象薬物のインタビューフォ

ーム（以下、IF と略す）、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/iyakuS

earch/）」にて公開されている製造販売承認時の

審査報告書及び申請資料概要（application for 

approval、以下、AA と略す）を対象とした。さらに

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 Edition4)（以下、

GG と略す）、緒方宏泰編著、臨床薬物動態学 5)・ 

付表 （http://pub.maruzen.co.jp/book_ 

magazine/rinsho_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。 
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健康成人に薬物を静脈内投与することにより得

られる分布容積 Vd、全身クリアランス CLtot、未変

化体尿中排泄率 Ae(%)に、さらに、血漿（血清）中

遊離形分率 fuB を収集した。 

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

する分布容積を採用した。 

 血管外投与時のデータのみが公表されている

場合、臨床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 は血管外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血管外投

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、血管外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(%)の関係式で計算できる場合はその

計算値をあてた。本論文では、低分子医薬品の腎

外クリアランス CLeR は CLtot と CLR の差の値

（CLtot – CLR）をあて、その値を肝クリアランス

CLH であると仮定した。一方、抗体医薬品の消失

は、内因性免役グロブリンと同様に、リンパ管、脾

臓、肝臓、骨髄、副腎皮質などの細網内皮系組織

（reticuloendothelial system、以下「RES」）にて

貪食され加水分解し消失することから、抗体医薬

品のクリアランスは細網内皮系組織におけるクリア

ランスに相当するが、本論文では CLH と表記する。

なお、「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」について（平成 24 年 3 月 23

日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知、

薬食審査発0323第1号、https://www.pmda.go. 

jp/files/000156471.pdf）に従い、抗体医薬品の

代謝経路に関する試験は行われていない。 

全血液中総薬物濃度/血漿（血清）中総薬物濃

度（B/P）比の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臨

床薬物動態パラメータ値を全血液中総薬物濃度

に基づく薬物動態パラメータ値（CLx(b)、Vd(b)）

に変換でき、全血液中総薬物濃度及び血漿（血

清）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（血清）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 

 

CLintx は臓器 x における薬物の固有クリアラン
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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 

 

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、EH＜CLH(p)/0.5/1600 = 0.3 となる

場合は、消失能依存性であることは明らかである。

これは、CLH(p)値が 240 mL/min より小さい場合

である。 

また、ER＜CLR(p)/0.5/1200 = 0.3 となる場合

も、消失能依存性であることは明らかである。これ

は、CLR(p)値が 180 mL/min より小さい場合であ

る。 

同様に分布容積について考えると、Vd(b)＜

Vd(p)/0.5 = 20 L となる場合には、主に、細胞外

液に薬物は分布していることは明らかであり、

Vd(b) = Vp とした。これは、Vd(p)値が 10 L より小

さい場合である。 

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

小腸上皮細胞への吸収率、小腸上皮細胞での消

失回避率、肝臓における消失回避率を示す。 

CLtot/F が 経 口 投 与 時 に 得 ら れ る 場 合 、

CLtot/F を経口クリアランス CLpo と特に呼ぶ。経

口投与後の AUC 値 AUCpo と CLpo の関係は

以下のように表される。 

 

AUCpo = D/CLpo 

 

D は薬物投与量である。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。 

 

CLpo = 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：CLpo = CLR/Fa = fuB・CLintR/Fa 

0.3＜ER＜0.7：CLpo = 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：CLpo = CLR/Fa = QR/Fa 

 

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＞0.7： CLpo = (fuB・CLintH + QR)/Fa 

 

 

また、CLR について決定因子が特定できない

場合には、以下の表現を行った。 

 

CLpo = (fuB・CLintH + CLR)/Fa 

 

皮下投与の場合は、初回通過効果がないため

以下の関係式を用いた。 

 

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

0.3＜ER＜0.7：CLpo = (fuB・CLintH+CLR)/Fa
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CLtot/F = CLtot/Fa 

AUCsc = Fa・D/CLtot 

 

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。 

血中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、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

定義された臓器クリアランス 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。また、それらを用いて AUCpo(sc)f

の決定因子も推定した。 

 

CLxf = CLx/fuB 

CLtotf = (CLR + CLH)/fuB 

Vdf = Vd/fuB 

CLpof = CLpo/fuB 

AUCpo(sc)f = AUCpo(sc)・fuB 

消失速度定数 kel は次式とした。 

 

kel = CLtot/Vd = CLtotf/Vdf 

 

なお、本論文では臓器クリアランス CLx は、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 

主な関節リウマチ治療薬である 22 薬物の健康成

人を対象とした臨床薬物動態の基本パラメータ値及

び B/P 値を確認することができた情報源とそれぞれ

の値を表 1 に示した。 

IF、AA、GG 及び CPK（以下、情報源と略す）に

一部または全ての臨床薬物動態の基本パラメータ値

が記載されていたのは全 22 薬物（セレコキシブ 6)、ジ

クロフェナク 4), 7)、ロルノキシカム 8)、ロキソプロフェン

表 1．主な関節リウマチ治療薬の臨床薬物動態の基本パラメータ値及び B/P 値 
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9)、メロキシカム 5), 10)、ナプロキセン 4), 11)、デキサメサ

ゾン 12)、プレドニゾロン 4), 13)、ブシラミン 14)、イグラチ

モド 15), 16)、レフルノミド 17), 18)、メトトレキサート 5), 19)、

サラゾスルファピリジン 5), 20)、タクロリムス 4), 21)、トファ

シチニブ 22), 23)、アバタセプト 24)、アダリムマブ 25), 26)、

セルトリズマブペゴル 27), 28)、エタネルセプト 29), 30)、ゴ

リムマブ 1), 32)、インフリキシマブ 33), 34)、トシリズマブ

35)）であった。なお、レフルノミドについては、活性代

謝物のパラメータ値である 17), 18)。情報源から静脈内

投与後の臨床薬物動態の基本パラメータが得られた

薬物は 22 薬物中 18 薬物であった。血管外投与後の

パラメータ値（Ae・F、Vd/F、CLtot/F）のみを収集で

きた薬物は 22 薬物中 3 薬物（セレコキシブ 6)、ナプロ

キセン 11)及びイグラモチド 15)、ただし、ナプロキセン

は静脈投与後の Ae(%)が収集できた 4)。）であった。 

fuB は全 22 薬物で収集でき、そのうち、binding 

sensitive（fuB<0.2）の特徴を有するものは 11 薬物

であった。 

また、22 薬物のうち、B/P 値が収集できたのは 2 薬

物のみ（イグラモチド 15)及びトファシチニブ 23)）であっ

た。なお、タクロリムスは全血液中総薬物濃度に基づ

くパラメータが収集できたため 4), 21)、B/P 値による補

正は不要であった。多くの薬物で B/P 値の収集が困

難なのが現状であった。 

 

各薬物の血中総薬物濃度及び血中遊離形薬物濃

度の変化を規定する因子の推定を行い、その結果を

表 2 及び表 3 に示した。 

多くの薬物で B/P 値は不明であったため、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

用いて、決定因子を推定した。血中総薬物濃度及び

血中遊離形薬物濃度の変化を決定している因子

（Vd、Vdf 、CLtot、CLtotf）を全て推定できたのは

16 薬物であった。一部が推定できなかった残り 6 薬

物のうち、3 薬物（デキサメサゾン、プレドニゾロン及

びメトトレキサート）は静脈投与後の Vd が得られてい

表 2．主な関節リウマチ治療薬の臨床薬物動態の基本パラメータ値の決定因子 
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るものの B/Pの最低値0.5 を用いた場合においても、

Vd、Vdf 及び結果的に kel の決定因子の特定に至ら

なかった。1 薬物（セレコキシブ）は経口投与製剤の F

値が得られていないため、全ての決定因子を特定で

きなかった。なお、2 薬物（ブシラミン及びロキソプロフ

ェン）では fuB 以外の臨床薬物動態に関する情報が

収集できず、決定因子を推定できなかった（表 2）。 

各薬物を用法用量に規定された投与経路（iv：静

脈内投与、po：経口投与、sc：皮下注投与）にて投与

した際の血中総薬物濃度曲線下面積（AUC （投与

経路）及び遊離形薬物濃度曲線下面積（AUC （投

与経路）f）を推定できたのは 22 薬物の内 20 薬物で

あった（表 3）。 

 

考察 

個々の患者の病態等に応じた適正な薬物治療を

行うためには、血中総薬物濃度及び血中遊離形薬物

濃度の両者の変化を的確に把握し、投与量及び投

与間隔を設定することが重要であり、そのためには、

臨床薬物動態の基本パラメータ値に基づく考察が必

要である。本研究では主な関節リウマチ治療薬である

22 薬物について、臨床薬物動態の基本パラメータ値

の収集を行った。その結果、IF が最も多くの薬物の

情報源であることが確認できた。しかし、IF にて全て

のパラメータ値を確認できたのは 3 薬物（ロルノキシカ

ム、アバタセプト及びトシリズマブ）のみであった。製

造販売承認時期が平成 11 年 9 月以降の薬物につい

ては、PMDA のホームページ「医療用医薬品情報検

索」おいて、製造販売承認時の審査報告書及び申請

資料概要（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

床薬物動態の基本パラメータ値が収集可能であった。

企業としては情報を有しており、承認申請のために

PMDA には提出し公表しているにも拘わらず、IF に

表 3．主な関節リウマチ治療薬の臨床薬物動態の二次的パラメータ値の決定因子 



Vol.7 No.2(2016) - 26 -

は記載していない例があることが分かった。一方、AA

が公開されていないもしくは AA にも記載されていな

い薬物については、GG4)または CPK5)などの 3 次資

料を参照することにより基本パラメータ値が収集可能

な事例も認められた。 

主な関節リウマチ治療薬である 22 薬物中 11 薬物

が binding sensitive の特徴（fuB<0.2）を示す薬物

であった（表 2）。その内訳としては、NSAIDs は調査

対象の全 6 薬物が、ステロイドではプレドニゾロンが、

cDMARDs では 7 薬物中 4 薬物（イグラモチド、レフ

ルノミド（活性代謝物）、サラゾスルファピリジン及びタ

クロリムス）が binding sensitive であった。一方、

bDMARDsでは、全7薬物で血漿蛋白との結合は認

められなかった。binding sensitive の特徴を有する

11 薬物の内で、1 薬物（イグラチモド）では B/P 値を

収集することができ（表 1）、臨床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（表 2）。ま

た、binding sensitive の特徴を有する薬物で、B/P

値を収集できなかった 10 薬物のうちロキソプロフェン

を除く 9 薬物について、CLtot、CLtotf 及び血管外

投 与 （ 経 口 投 与 も し く は 皮 下 注 投 与 ） 後 の

AUCpo(sc)及び AUCpo(sc)f の決定因子を特定する

ことができた（表 2 及び表 3）。以上より、NSAIDs 及

び cDMARDs に分類される多くの薬物は、binding 

sensitive の特徴を有する薬物であり、血中総薬物濃

度の変化がそのまま血中遊離形薬物濃度の変化とし

て捉えることが出来ず、血中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適切ではな

いことが判明した。 

binding sensitiveの特徴を有する薬物について、臓

器機能障害患者における AUCpo(sc)及び fuB に関

する情報の提供状況を確認するともに、薬物の効果

及び副作用を引き起こす血中遊離形薬物濃度に基

づく AUCpo(sc)f の推定を行うことの必要性について

検討を行った。 

関節リウマチ治療薬のうち binding sensitive な特

徴を示す 11 薬物（いずれも経口投与製剤）について、

以下の手順にて、臓器機能障害患者の fuB 並びに

健康成人及び臓器機能障害患者の AUCpo の測定

値を収集し、臓器機能障害患者における AUCpof の

変動について推定を行った（表 4）。 

IF 及び AA を情報源として、腎機能障害患者及び

肝機能障害患者における fuB の測定値の収集を試

みた。肝機能障害患者における fuB の測定値は全

薬物で収集できず、腎機能障害患者において fuB

が測定されていた薬物はわずか 2 薬物（メロキシカム

38）及びレフルノミド（活性代謝物）39））のみであった。

臓器機能障害時の fuB 測定値が収集できなかった

場合（表 4 では ND と表示）には、臓器機能障害に伴

う薬物結合蛋白濃度の変化（一般的に、アルブミンは

腎機能障害及び肝機能障害にて低下する傾向を有

する。また、α1 酸性糖蛋白（以下、AGP と略す。）は

腎機能障害及び関節リウマチ等の炎症性疾患にて

上昇する傾向、肝機能障害では低下する傾向を有

する。）から推定される fuB の変化の方向性を fuB 測

定値変化の括弧内（推定）に示した（表 4）。 

各薬物が結合する血漿中蛋白は主にアルブミンで

ある。セレコキシブはアルブミンに加え、AGP とも結

合する報告されているものの、臨床上、どちらの蛋白

が fuB を決定しているかは明らかでなかった 36)。その

ため、セレコキシブについては、アルブミン濃度及び

AGP 濃度が変化した場合の双方について推定を行

った。多くの薬物の結合蛋白であるアルブミン濃度は

腎機能障害または肝機能障害により低下することが

想定されるため、いずれの病態においても fuB は健

康成人に比べ上昇すると推定された。 

次に、健康成人に対する、腎機能障害患者及び

肝機能障害患者における AUCpo もしくは CLtot/F

の変化値を収集した。腎機能障害患者及び肝機能

障害患者における AUCpo 測定値比を収集できたの

は 4 薬物 13), 36), 37), 38),のみであった。レフルノミド（活

性代謝物）については肝機能障害患者における

AUCpo 測定値比のみ収集できた 39) 。 

一方、臓器機能障害時の AUCpo 測定値比が収

集できなかった場合（表 4 では ND と表示）には、

AUCpo の決定因子が Fa・D/(fuB・CLintH)または

Fa・D/fuB・(CLintH + CLintR)であることを踏まえ

（表 3）、臓器機能障害時における fuB 及び臓器固有

クリアランス（CLintH または CLintR）の変化の方向

性の組み合わせから推定される AUCpo の変化の方
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向性をそれぞれ AUCpo 測定値比の括弧内（推定）

に示した（表 4）。なお、ロキソプロフェンは消失経路

に関する情報（Ae(%)）を含め、薬物動態パラメータ

の収集ができなかったため、それぞれの推定は不可

能であった。 

主にアルブミンと結合する薬物は腎機能障害また

は肝機能障害によるアルブミン濃度の低下に伴い

fuB が上昇すると推定されたため、fuB の影響のみを

考慮すれば腎機能障害または肝機能障害患者の

AUCpo は低下すると推定される。それぞれの病態に

て CLintH または CLintR の低下が fuB の変化と

同時に認められる場合には、AUCpo の変化の方向

性は fuB 及び CLintH または CLintR の変化の大き

さによりあらゆる可能性が考えられる（表 4 では※と表

示）。 

さらに、薬物の効果及び副作用を引き起こす血中

遊離形薬物濃度に基づく AUCpof の変化の方向に

ついて推定を行った。AUCpof の決定因子は、表 3

から Fa・D/CLintH または Fa・D/ (CLintH + 

CLintR)であり、fuB の変動の影響を受けないため、

血中総薬物濃度に基づく AUCpo の変化の方向性

から fuB の変化による影響を除き、固有クリアランス

（CLint）の変化の可能性に基づき、AUCpof の臓器

機能障害時の変化の方向性をそれぞれ推定した。 

評価の対象となった binding sensitive な特徴を

示す関節リウマチ治療薬のうち、消失経路に関する

情報が得られていないロキソプロフェン以外の薬物は、

肝臓からの消失の寄与が認められることから、肝機能

障害患者ではCLintHの低下に伴い、AUCpofが上

昇する可能性があると推定した。一方、腎機能障害

患者において、CLintH の低下が示唆される事例 40), 

41), 42)が報告されていることから、腎機能障害時でも

CLintH の低下に伴い、AUCpof が上昇する可能性

があると推定した。 

表 4 の binding sensitive な特徴を示す薬物のう

ち、1)臓器機能障害時の fuB 測定値が確認できた薬

物（メロキシカム）、2)複数の血漿蛋白と結合する薬物

（セレコキシブ）及び 3)特定薬剤治療管理料算定対

象薬物（タクロリムス）について、臓器機能障害を合併

した関節リウマチ患者に対する適正な薬物治療を行

ううえでの留意点を考察した。 

 

表 4．binding sensitive な特徴を示す関節リウマチ治療薬の健康成人と臓器機能障害患者の fuB 及び AUCpo

測定値比と fuB の変化に伴う AUCpof 比の推定 
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1)臓器機能障害時の fuB 測定値が確認できた薬物 

メロキシカムは肝代謝型薬物であるにもかかわらず、

腎機能障害患者の AUCpo は、健康成人に比べ

38％にまで低下していた 38)。メロキシカムでは同一の

腎機能障害患者の fuB の測定値が報告されており、

それによれば、健康成人の 0.3％から 0.9％に 3 倍上

昇していた 38)。メロキシカムの血中総薬物濃度に基

づく AUCpo の決定因子は Fa・D/(fuB・CLintH)で

あることから、腎機能障害時の AUCpo の低下は fuB

の上昇の寄与によると推定される。fuB の上昇ととも

に CLintH の低下が同時に引き起こされる場合には、

CLintH は 0.88 になっていることが推定された。さら

に、血中遊離形薬物濃度に基づく AUCpof の決定

因子は Fa・D/CLintH であることから、吸収率の低下

がないと仮定すれば、腎機能障害時のメロキシカム

の AUCpof は 1.1 倍とほぼ変わらないことが推定され

た。 

一方、肝機能障害患者のメロキシカムの AUCpo

比は 81％であった 38)。メロキシカムが結合するアル

ブミンは肝機能障害によりその合成が阻害され、血漿

中アルブミン濃度が低下することに伴い fuB が上昇

する可能性がある。その場合、血中総薬物濃度に基

づく AUCpo の決定因子は Fa・D/(fuB・CLintH)で

あることから、肝機能障害による CLintH の低下と

fuB の上昇が同時に引き起こされ、その結果、見かけ

上 AUCpo の変化率が小さくなった可能性は否定で

きない。血中遊離形薬物濃度に基づく AUCpof は

CLintH の低下のみの影響を受けるため、AUCpo

測定値の変化にかかわらず、メロキシカムの AUCpof

は上昇している可能性があることに留意する必要が

あると推定できる。 

以上のことから、メロキシカムを腎機能障害合併患

者で使用する場合に血中総薬物濃度が低下するも

のの血中遊離形薬物濃度は変化しないと推定される

ため、投与量の変更は必要ないと考えられる。一方、

メロキシカムを肝機能障害合併患者で使用する場合

には、血中遊離形薬物濃度が上昇する可能性がある

ため、継続的に効果及び副作用の発現状況を確認

し、適宜減量を行うなどの適切な対応が必要と考えら

れた。 

2)複数の血漿蛋白と結合する薬物 

セレコキシブはアルブミン及び AGP と結合するが、

アルブミンは腎機能障害及び肝機能障害にてその濃

度は低下することが多く、セレコキシブのアルブミンと

の結合率は低下する（fuB は上昇）。一方 AGP は腎

機能障害及び関節リウマチなどの炎症性疾患におい

てその濃度が上昇することから、セレコキシブと AGP

との結合率は上昇する（fuB は低下）。病態時の fuB

の測定結果が確認できない場合には、結合する蛋白

濃度の変動の影響により AUCpof の推定は大きく異

なることに留意する必要がある。今回収集できた情報

によると、肝代謝型薬物であるセレコキシブの腎機能

障害時の AUCpo 比は 248％と大きく上昇していた。 

腎機能障害患者でセレコキシブの AUCpo が上昇し

た理由として、fuB の変化を決定している血漿蛋白が

アルブミンの場合には、腎機能障害によってアルブミ

ンとの結合率の減少が考えられるため、同時に

CLintH の低下が引き起こされ、その比率が大きいこ

とが推定される。AUCpof は CLintH の低下の影響

により上昇していると推察できる。一方、血漿中の結

合蛋白が AGP の場合には、関節リウマチ及び腎機

能障害による時の AGP 濃度上昇に伴う蛋白結合率

の増加（fuB の低下）により、AUCpo の上昇が推定さ

れる。その際、fuB 低下のみ認められる場合には、

AUCpof の変化はもたらさないと考えられる。また、

fuB の低下と同時に CLintH が低下した場合には、

AUCpo は上昇し、同時に、CLintH の低下に反比

例して AUCpof は上昇すると推定できる。 

また、セレコキシブの肝機能障害時の AUCpo 比

は 264％と大きく上昇している。AGP 濃度の低下ある

いはアルブミン濃度の低下による fuB の上昇が想定

され、AUCpof 比の上昇の程度は AUCpo 比の上昇

に比べさらに大きくなっている可能性が高いと推察さ

れる。 

以上のことから、腎機能障害あるいは肝機能障害

を合併した関節リウマチ患者にセレコキシブを使用す

る場合には、血中総薬物濃度の上昇率を超える血中

遊離形薬物濃度の上昇が懸念されることから、継続

的に効果及び副作用の発現状況を確認し、適宜減

量を行うなどの適切な対応が必要と考える。 
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3)特定薬剤治療管理料算定対象薬物 

タクロリムスは、特定薬剤治療管理料算定対象薬

物（TDM 対象薬物）であり、全血液中総薬物濃度の

測定が行われている。関節リウマチの効能において

「増量する場合には、副作用の発現を防ぐため、およ

そ投与 12 時間後の血中濃度を測定し、投与量を調

節することが望ましい。」と添付文書の用法・用量に

関連する使用上の注意にて注意喚起されており、免

疫抑制薬 TDM 標準化ガイドライン 2014（日本

TDM 学会、日本移植学会編）において、タクロリムス

は腎機能低下による影響は受けないこと及び軽度の

肝機能障害では血中濃度に影響しないことが記載さ

れている 43)。腎機能障害患者における fuB に関する

報告は文献検索によっても確認できなかったことから、

腎機能低下による影響に関するガイドラインにおける

記載は全血液中総薬物濃度に基づく評価の結果と

考えられる。関節リウマチ患者から得られる全血液中

総薬物濃度の測定値を評価する際、臓器機能障害

の合併や薬物相互作用によりタクロリムスの fuB が変

動すると想定される場合には、特に、血中遊離形薬

物濃度の変化を推定し投与量の調整を行うべきと考

える。タクロリムスは TDM 対象薬物であり、全血中総

薬物濃度測定が行われる薬物であるにもかかわらず、

臓器機能障害時の AUCpo 比及び fuB の測定結果

が示されていないため、より適切な情報提供が望ま

れる。 

以上のことから、腎機能障害または肝機能障害を

合併した患者でタクロリムスを使用する場合には、

TDM 測定値（全血液中総薬物濃度）が低下したもし

くは変化が認められない状況においても、血中遊離

形薬物濃度が上昇している可能性があるため、TDM

測定値から病態の変化等の要因を踏まえて血中遊

離形薬物濃度を推測したうえで投与量調整の判断を

行うなどの適切な対応が必要と考える。 

 

臨床において薬物治療を行うにあたって、薬物に

よる効果及び副作用の発現が血中総薬物濃度では

なく、血中遊離形薬物濃度に関連するにもかかわら

ず、ほとんどの場合、血中遊離形薬物濃度が測定さ

れておらず、血中総薬物濃度（測定値もしくは推定

値）の変化をもとに、これら薬物の用法用量の変更の

要否が決定されている傾向が強いと考えられる。 

また、製薬会社には、医薬品の開発段階から、臨

床薬物動態の基本パラメータ（血管外投与製剤の絶

対的バイオアベイラビリティ、静脈内投与後の未変化

体尿中排泄率、静脈内投与後の分布容積、静脈内

投与後のクリアランス、血漿（血清）中遊離形分率、全

血液中総薬物濃度/血漿（血清）中総薬物濃度比値）

の収集に加えて、様々な臓器機能障害等の合併症

を有する患者における薬物の血漿（血清）中遊離形

濃度（もしくは遊離形分率）を測定した結果について、

医療関係者へ情報提供することが求められる。 

 

以上のことから、臓器機能障害患者に対し、

binding sensitive の特徴（fuB<0.2）を有する薬物

の有効性・安全性への影響を評価し、投与量の調整

を行うためには、臓器機能障害患者の fuB あるいは

血中遊離形薬物濃度の測定結果が必要と考える。し

かし、現状では臓器機能障害患者の fuB あるいは血

中遊離形薬物濃度に関するデータが、製薬会社等

が提供する情報源や文献情報に示されていない薬

物が多く存在するため、医療関係者は、臨床薬物動

態の基本パラメータ値を的確に把握し、血中総薬物

濃度の変化にとらわれず、血中遊離形薬物濃度の変

化を推定し考察することが、適正な薬物治療を遂行

するために重要と考える。 

 

結論 

関節リウマチの治療に用いられる主な 22 薬物の健

康成人を対象とした薬物動態パラメータ値を収集し、

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。すべてのパラメータの決定因子を特定でき

たのは検討対象とした 22 薬物のうち 16 薬物であっ

た。一部の決定因子を特定できなかった理由は、1) 

B/P 値が確認できず、その最低値に基づく推定によ

っても決定因子を特定できない、2) 静脈内投与が行

われておらず F 値が得られていない、3) fuB 以外の

パラメータ値が公開されていないことであった。また、

主な関節リウマチ治療薬である 22 薬物のうち、

binding sensitive の特徴（fuB<0.2）を有するものは
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11 薬物であった。これら薬物は血中総薬物濃度の測

定値に基づき投与量調整の判断を行うのは適切では

ない場合があり、臓器機能障害患者における有効

性・安全性への影響を評価し適正な薬物治療を遂行

するためには、臓器機能障害患者における fuB の測

定と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。 

 

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 8 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 2015」 課題疾患：「関節リウマチ」（2015

年 7 月 11 日）及び日本アプライド・セラピューティクス

学会第 6 回学術大会（2015 年 8 月 22 日及び 23 日）

にて発表した。 
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