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【はじめに】
この度，第32回日本TDM学会・学術大会において，平成27年度日本TDM学会・優秀論文賞（大日本
住友製薬賞）を受賞させていただき，大変光栄に存じます。大日本住友製薬株式会社および選考頂い
た委員の先生方に御礼申し上げます。そこで今回，論文名「アミオダロンとその代謝物の母集団動態
解析および推奨投与量の検討」について紹介させていただきます。
【研究に至った経緯】
山口大学医学部附属病院は約700床の病院で，私は病棟業務が円滑に行えるよう，病棟担当薬剤師と
協働し，主にTDMを通して薬剤の適正使用の推進に取り組んでいます。特にTDM担当し始めの頃，
（今でもそうですが）その理論まで理解できておらず，臨床で役立つ有用なコメントに窮するようなこ
とがあり，薬物動態学や薬力学の理解の重要性を痛感し，社会人博士課程を利用させていただき，病
院薬剤師として勤務しながら，九州大学大学院薬学府薬物動態学分野博士課程に進学して母集団解析
の研究を開始しました。
今回，受賞論文名にあるアミオダロン（AMD）は，特に致死性の高い不整脈治療に使用されていま
す。そこでAMDと代謝物であるN-デスエチルアミオダロン（DEA）の日本人患者データを用いた体内
動態の定量的表現やAMD服用中の影響因子の検出が可能であれば，TDM業務を通じて有用な情報と
成り得ますので，今回，母集団動態（population pharmacokinetics，PPK）解析法を用いたAMDと代
謝物DEAの同時解析を行い，AMDの安全性・有効性を考慮した用量調節を最終的な目標とし，まず
AMDおよびDEAのPPKモデルを構築し， TDMによる用量調節の有用性について検討を行いました。
【AMDの特徴】
1）
AMDは心室細動，心室性頻拍などの不整脈に対し適応を有する治療薬 です。電気生理学的には
+
ボーンウィリアムズ分類のⅢ群に属し，心筋のK チャネル遮断作用による活動電位持続時間，有効不
1）
+
2+
応期を延長 させます。またNa チャネル遮断作用やCa チャネル遮断作用などの多彩な作用メカニズ
1）
ムにより，他剤が無効な例において有効性が期待 されています。
2）
AMDの大部分が肝臓で代謝され，主にCYP3A4により脱エチル化体のDEAになります 。AMD，
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DEAともに脂溶性が非常に高いため分布容積が大きく，半減期が長いという特徴も有しています 1）。
AMDは対象患者から血中濃度の情報を得て，適正な有効血中濃度範囲内でコントロールできるよう用
量調節を行うべき薬剤とされており，TDM実施が重要であると考えられます。
【PPK解析法】
今回用いたPPK解析法は，解析対象データを個別に解析するのではなく，集団として取り扱うこと
により，スパース（まばら）なデータを用いて，薬物動態に関して個人差を含めた定量的な評価が可
能な手法です。またPPK解析から算出した母集団パラメータを事前分布とし，得られた血中濃度を観
測点としたベイズ推定によって，少数の観測点から患者固有のパラメータを固定して，薬剤の適正な
3）

用法を算出するための指標とすることが可能です 。一般的に臨床現場では，TDMのための頻回採血
は難しく，このようなスパースなデータを用いた解析が出来るという点で本意義は大きく，有用性が
高いと思われます。またPPK解析を行う利点として，1）一個人からのデータ量が少ないスパースデー
タを利用した解析，2）構成パラメータの変動要因（共変量）の探索，3）構築モデルからの確率的シ
ミュレーションが可能である点が挙げられ，ベイズ推定パラメータを含む算出パラメータを用いた経
過のシミュレーションは，薬物治療の適正化にあたり非常に有用なツールとなると考えられ，ベイズ
推定による患者パラメータの算出はTDM業務の根幹として広く利用されています。
【方法】
治療目的にAMD の血中濃度測定を行った日本人患者47名を対象とし，PPKモデルの構築は非線形混
5）
合効果モデル法（NONMEM） を用いて行いました。 1 次吸収過程を含み，AMDに 2 つ，DEAに 1

つのコンパートメントを用いるモデル（図 1 ）を仮定し，これを基本モデルとしました。体内動態に
影響を及ぼす因子（共変量）には，年齢，性別，体重を含む各種臨床検査値を候補とし，尤度比検定
により共変量を探索し最終モデル構築後，モデルの妥当性や共変量の有意性，また構造モデルの選択
にはNONMEMÑにより算出される目的関数値（objective function value ; OFV），goodness of fit
（GOF）プロット，パラメータ推定値の妥当性から総合的に判断しました。

図 1 AMDとDEAの母集団薬物動態モデル
CL pm ；AMDからDEAへのクリアランス，CL m ；DEAのクリアランス，k a ；吸収速度定数，
Q；AMDのコンパートメント間クリアランス，Vc,p；AMDの中心コンパートメントの分布容積，
Vp,p；AMDの末梢コンパートメントの分布容積，Vc,m；DEAの中心コンパートメントの分布容
積.
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【シミュレーションによる用量調節の有用性の検討】
1 ．服用開始後の血中濃度予測
アンカロンÑ錠の添付文書では，AMDは通常，負荷量（ 1 日400 mg）を 1 - 2 回に分けて 1 - 2 週間服
1）

用し，その後，維持量（ 1 日200 mg）に切り替える ため，用法・用量を 1 日400 mgと想定しシミュ
レーションを行いました。PPK解析から得られた母集団推定値に基づき，疑似患者集団1000例の血中
濃度を発生させ， 1 日400 mgの負荷量を 2 週間服用すると仮定して15日目の血中濃度をシミュレート
しました。目標濃度域は基準値としている500-2500 ng/mLを参考にした。
2 ．TDMにより個別投与設計を行った場合の定常状態の血中濃度予測
1 ．服用開始後の血中濃度予測のシミュレーション結果から，大きな個人差が予測されました。そ
こで負荷量から維持量へ切り替える際，血中濃度を指標として維持量の選択を行った場合，定常状態
における血中濃度が目標濃度域500-2500 ng/mLを満たす割合（%）を検討しました。その際， 2 つの
シナリオを想定し，シナリオA）としては負荷量 1 日400 mg投与し，負荷投与終了時のAMD血中濃度
が200，350，500，650，800，950，1100 ng/mLにおいて，維持用量として 1 日400，200，100 mgを選
択した場合とし，シナリオB）としては負荷量 1 日200 mg投与し，負荷投与終了時のAMD血中濃度が
100，200，300，400，500，600 ng/mLにおいて，維持用量として 1 日200，100 mgを選択した場合と
しました。
表1

解析対象集団の背景

投与量と検査値；中央値（最小値-最大値）．AMD投与量/日
（経口/静注），BSA；体表面積，BMI；ボディマス指数，CCR；
クレアチニンクリアランス，TBIL；総ビリルビン，ALB；アル
ブミン，ALT；アラニンアミノ基転移酵素，AST；アスパラギ
ン酸アミノ基転移酵素，LDH；乳酸脱水素酵素.
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【結果・考察】
解析対象集団の背景を表 1 にまとめました。47例，137ポイント（AMD ; 67ポイント，DEA ; 70ポ
イント）でPPK解析を行い，解析の結果，最終モデルは基本モデルと同一の構造（図 1 ）でした。本
解析においては吸収相での測定ポイントがほとんど得られていなかったため，吸収速度定数Kaは白人
4）

における既報の文献値 （1.154/hr）で固定して解析を行いました。最終モデルの推定パラメータは表
2 に示すとおりです。CLpm，CLmはそれぞれ11.6 L/hr，11.9 L/hrであり，それぞれの個体間変動は変
動係数としてそれぞれ60.1 %，47.7 %と，大きな個人差が推定されました。DEAのクリアランスに乳酸
脱水素酵素（LDH）が共変量として挙がりましたが，LDHとDEAのクリアランスの関連性を説明する
生理学的な根拠に乏しいと判断し，今回はLDHをモデルには組み込みませんでした。
各シナリオにおける負荷投与終了時点（15日目）のAMD血中濃度と維持用量の組み合わせでの定常
状態における目標濃度域の達成率を表 3 に示しました。シミュレーションの結果，シナリオA）では負
荷量 1 日400 mg投与し，負荷投与終了時のAMD血中濃度が500，650，800 ng/mLの場合，それぞれ 1
日400，200，100 mgの維持用量を選択することでそれぞれ95.4，91.7，85.8%と高い目標濃度達成率が
得られ，またシナリオB）では負荷量として 1 日200 mg投与し，負荷投与終了時のAMD血中濃度300，
400 ng/mLに対し，それぞれ200，100 mgの維持用量の選択が最適であると予測されました。
今回，日本人患者から得られた臨床データを用いたPPK解析により，AMDならびにDEAの体内動態
を表現するモデルを構築しました。AMDに関し，シミュレーション結果（図 2 ）のとおり，同じ投与
量であってもその後の血中濃度推移には大きな個人差があることが予測されました。今回参考とした
基準値500-2500 ng/mLは，当院で現在TDM業務に用いられている値ではあるものの，一般的に用いら
れている500-1000 ng/mLを大きく上回るため，その妥当性の検討が必要かと考えます。
また，今回の結果から，定常状態到達までに時間のかかるAMD至適用量の見直しが早期に可能とな
ることが期待されますが，DEAに関しては有効治療域，目標血中濃度として参考とする基準値が不明
であったことから，シミュレーションはAMDに関してのみであり，AMDおよびDEAの基準値が今後，
表2

アミオダロンの母集団薬物動態推定パラメータ

RSE；相対標準誤差，NA；該当せず，IIV；個体間変動.
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表3

図2

目標濃度域の達成率

1 日400 mgで 2 週間の負荷投与を行った場合の15日目の血中濃度1000例分の分布

ともに判明すれば，構築したPPKモデルから，長期服用時のDEAの血中濃度推移も予測可能であるた
め，さらに拡大させ薬力学との関連も含めて検討することで将来的にはAMDだけでなくDEAも個別投
与設計において重要な指標となることが期待できます。
【最後に】
AMDはTDM対象薬として特定薬剤治療管理料の算定が可能ですが，現状は血中濃度測定を行わず
服用を継続しているケースもあるものと考えられます。AMDは致死性の高い不整脈に対し投与される
ため服用継続が非常に重要である一方，通常の用法・用量以下でも副作用発現が認められ，その中に
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は間質性肺炎などの重篤な副作用の発生も危惧6）されるため，TDMの実施が適正使用において大きな
役割を果たすものと考えられます。
昨今，TDM対象薬剤が種々の疾患に使用されるようになり，その動きに合わせて特定薬剤治療管理
料の算定が更に拡大されています。これまで算定が可能であった薬剤でも様々な測定のタイミング，
疾患に併せた至適濃度での管理が重要であり，かなり複雑化しているように思えます。これに対し，
常に新しい情報を得る必要がありますが，TDM対象薬剤であっても体内動態において未だ不明な点が
あり，この情報整備が更に進めば適切な薬物療法の実施が可能になるものと考えられます。このため
にも継続してTDMから得られるデータを積極的に収集して，PPK解析を実施しその結果を研究報告で
きればと思っております。
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