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1. 本年度の研究成果 

本研究班では同種造血幹細胞移植の三要素である、移植前処置、免疫抑制、移植幹細胞の

うち、前二者に用いられる移植前処置薬、免疫抑制剤の個別化、最適化をはかるために、

臨床薬物動態試験を中心にした、わが国固有のエビデンスを得ることを目標としている。 

●移植後免疫抑制剤の最適化に関する研究 

 移植後の免疫抑制剤として最も広く用いられている、シクロスポリンについて、高齢

者に対する至適経口投与開始量について検討する臨床試験 (RIST 0401 study) を昨年度

より開始し、本年度その最終解析結果を明らかにした。高齢者に対しては薬剤添付文書の

記載通りの 6mg/kg/day の投与量は過剰であり、5mg/kg/day,が至適投与量であると結論

された。シクロスポリンについては、肝障害時や腎障害時などの PK パラメーターに関す

るエビデンスのデータベース化を行っており、本邦で欠損しているデータについて、引き

続き検討する予定である。一方、タクロリムスについても本年度薬物動態試験を実施した。

37 例の同種造血幹細胞移植患者に対し、タクロリムス 0.03mg/kg 24hr 持続静注を開始し、

その薬物動態より、タクロリムスクリアランス (CLTac)を算出した。CLTac は平均 

0.044L/kg/hr であり、過去に報告されている固形臓器移植患者と比較して、有意に低か

った。通常の目標濃度である 10-15ng/ml を維持するために必要な持続投与量は 

0.016mg/kg となり、添付文書に記載されている投与量の約半分であった。また、CLTac は

男性 0.036L/kg/hr、女性 0.057L/kg/hr と男女差を認めたが、年齢や前処置レジメンの

影響を受けなかった。従って、男女差はタクロリムスの薬物動態の変動要因であり、男性

においては添付文書の投与量に従うことにより、過量投与になる可能性が高い事が示され

た。また、CLTac を推定するために、投与開始 24 時間後の血中濃度の逆数との関係をみ

たところ、有意な正の相関がみられた。しかし相関係数 0.57 と必ずしも精度の高い指標

とは言えず、有用ではあるものの、より正確に投与量調節を行うために採血スケジュール

を検討する必要があると思われた。 

●移植前処置薬の最適化に関する研究 

 平成 19 年 6 月に上市された、静注用ブスルファン製剤 (ivBu) の適正使用を目的とし、

本年度は、薬物動態の個体間変動が最も大きい事が知られており、本邦での治験では対象

とされていなかった、小児に対する至適投与量設定が最重要課題と考え、薬物動態試験を

実施した。諸外国では小児に対する固定用量での本薬剤の適正使用は困難であり、初回投

与時の薬物血中濃度測定結果に基づいて、その後の投与量設定を個別に実施することの有

用性が示されており、多数の海外の移植施設においてそれが実施されている。しかし、国

内外の多くの移植施設において、ブスルファンの AUC を即座に測定して、本剤の投与量の

調整を行う医療環境が充分に整備されておらず、より現実的な投与量設計の方法論の確立

が望まれている。そこで、本研究班では前処置開始より 1週間前に、少量の ivBu をテス

ト量として投与し、その際の血中薬物動態測定結果と、添付文書通りの前処置療法時の薬

物動態の相関を検討する臨床試験を計画し、実施している。これまでに 5例の患者が登録

され、評価可能となっている。小児患者に対して頻回の採血を必要とすることや、血中濃

度測定が必要なことから、現時点では単施設での試験となっており、症例集積のスピード

はゆっくりであるが、本研究結果から必要最低限の採血ポイントに絞った試験の計画が可

能になると思われる。 



 成人例については、高齢者に対する ivBu の薬物動態試験を計画した。製薬企業が実施

した全例調査の症例報告書が 2008 年 12 月時点でほぼ回収出来たとの情報を得ており、そ

の結果から本邦において重大と思われる有害事象を抽出し、有害事象と生着をエンドポイ

ントした試験として完成し、来年度に実施予定である。 

 2. 前年までの研究成果 

 高齢者に対するシクロスポリンの至適投与量を検討する薬物動態試験を実施し、完

遂した。またブスルファンの代謝に関与するグルタチオン Sトランスフェラーゼの遺伝子

多形を検出する測定系を確立し、薬物動態との関連を調査する試験のための基礎的検討を

行い、投与量の個別化に向けた臨床試験を準備した。 
 
3. 研究成果の意義及び今後の発展性 

 本研究班の研究成果は、人種差、個人差が大きいとされている上記薬剤について、わが

国固有固有のエビデンスを得ることにつながる。この結果からがん薬物療法の個別化、最

適化が可能となり、造血幹細胞移植の治療成績向上と、適応拡大に大きく寄与するものと

考えられ、一部の情報については、固形臓器移植領域においても応用可能なデータである

と考える。また、移植前処置薬の適正使用と治療技術の均霑化を目指し、当研究班が収集

したエビデンスを元に、日本造血細胞移植学会による「移植前処置療法のガイドライン」

の作成に着手しており、来年度内に完成させる予定である。 

  

4. 倫理面の配慮 

 本研究班が実施する臨床試験は平成 16 年厚生労働省告示「臨床試験に関する倫理

指針」に準拠して計画、実施され、試験実施施設における倫理委員会の承認のもと、被検

者から適切な方法でインフォームド・コンセントを得た後実施することとしている。また、

遺伝子多形を調査項目に含む試験においては、これに加えて「ヒトゲノム・遺伝子解析研

究に関する倫理指針」にも準拠し、適切な個人情報保護を実施する予定である。 
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