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電子カルテデータに基づく医薬品の個別適正使用を目指したファーマコメトリクス

薬物動態学分野 3PS13021T 加唐誠

【序論】

近年，リアルワールドデータ（realworld da旬： RWD）が注目されている。 RWDとは診療録，健診デ

ータ，レセプトデータなど実臨床で得られるデータベースのことである。 RWDは実臨床データであ

るため，新薬開発のための臨床試験データ（治験データ）に比べて，より一般的な患者集団における

医薬品の有用性や安全性を検討するデータソースとして期待されている。電子カノレテデータは RWD

の一つである。電子カノレテデータは，患者の背景情報，病名情報，検査値情報，処方情報などが格納

されており，多くの医療機関で電子カノレテシステムが普及した現在，患者の治療に関する情報は電子

データとして記録・蓄積されている。大量の情報が蓄積された電子カルテデータの利用価値は高いと

考えられるが，その利活用についての検討は不十分であり議論していく必要がある。

ファーマコメトリクスとは，薬物や病態などに関するデータを数学的なモデルで表現し，そのモデ

ルを用いてシミュレーションを行い定量的な情報を得るための様々な技術や理論体系のことであり，

その手法のーっとして母集団薬効動態解析（Pop叫ationpharmacodynamic analysis: PPD analysis）が挙げ

られる。 PPD解析は，一個人の測定ポイント数や時聞が不揃いのデータを利用して解析可能である特

徴を持つことから，一般に頻回測定が困難である臨床現場のデータに対して適用できること，薬物血

中濃度が得られていないデータにおいてバイオマーカーの変動などをモデノレ化することが可能であ

るため，電子カノレテデータを用いた研究において大きな強みとなる。

脂質異常症は血清脂質値が異常となった状態であり， lowden幻tylipoprotein閉 cholesterol(LDL-C）は

心血管疾患の発症とそれによる死亡と強く関連することが多数の研究で報告されている 1-3。動脈硬化

性疾患予防ガイドラインでは，高 LDL-C血症に対する治療薬としてはHMG-CoA還元酵素阻害薬（ス

タチン）が推奨されており，単剤で LDL-Cの十分な管理ができない場合には，併用療法を考慮する

と記載されているが，具体的な併用療法の指針は示されておらず，併用療法についての情報は不十分

であると言える＼

本研究では”電子カノレテデータに基づく医薬品の個別適正使用を目指したファーマコメトリクス”

と題し，脂質異常症治療薬に着目し，電子カルテデータに基づいたスタチンの母集団薬効動態解析と

脂質異常症治療薬の母集団薬効動態解析について検討を行い，ファーマコメトリクスを利用して電子

カルテデータより個別適正使用に供する情報を提供しうるかに関して議論を展開した。

【方法1

1.電子カルテデータに基づいたスタチンの母集団薬効動態解析

スタチン 3剤（アトルパスタチン，ピタパスタチン，ロスパスタチン）治療における LDL-Cの経時

的推移と併用薬の影響を表現したモデノレを構築し，構築したモデノレに基づくシミュレーションによりス

タチン単独療法での増量と併用療法の比較に関する検討を行った。

福岡徳洲会病院にてスタチン3剤を治療目的で投与開始された患者を対象とし，電子カルテデータベ

ースよりレトロスベクティブに情報収集した。 LDL-Cの経時的推移は間接反応モデルを用いて解析を行

った。また，構築したモデノレを用いて，ベースライン値（スタチン治療開始前の LDL-C値）に応じた

印 L-C推移をシミュレートし，治療の有効性（治療開始5週間後での目標 LDL-C値がく100mg/dlを下



回った割合）を検証した。

2.脂質異常症治療薬の母集団薬効動態解析

脂質異常症治療薬の治療中断もしくは他治療薬への切り替えのデータも含めて， LDL-Cの経時的推移

と併用薬の影響を表現した PPDモデルを構築し，シミュレーションにより併用療法の有用性について検．

討Lた。

福岡徳洲会病院にて脂質異常症治療薬（プラパスタチン，

ンタエン酸）を治療目的で投与開始された患者を対象とし，電子カルテデータベースよりレトロスベク

ティブに情報収集した。印L-Cの経時的推移は間接反応モデルを用いて解析を行った。また，構築した

モデルに基づいて，平均的な LDL-C減少率の経時的推移をシミュレーションにより視覚化することで，

併用療法の有用性について検証した。

【結果1

1.電子カルテデータに基づいたスタチンの母集団薬効動態解析

日本人患者378名（アトルパスタチン： 149名，

ピタパスタチン：45名ロスパスタチン：184名），
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Fig. 1 The final population pharmacodynamic model 

describing the time course for the LDL-C lowering 

effects of statins. Kin, LDL-C synthesis rate constant; 

Kaut, LDL-C elimination rate constant; Baseline, baseline 

LDL四Cconcentration before the statin treatment; Dose, 

daily dose of statins; Imax, maximum drug effect; IDso, 

daily dose r巴：sultingin 50% oflmax・ 

LDL-C値 2863ポイントを電子カノレテデータより

収集した。スタチンの薬理作用による

経時的推移は生成速度定数（Kin）を用量依存的

(Ernaxモデ、／レ）に阻害する間接反応モデ、ノレで表現

した（Fig.1）。共変量探索の結果，小腸コレステ

ロールトランスポーターが限害薬であるエゼチ

LDL-Cの

ミブの併用効果として， Kinを 10.9%阻害するこ

とを定量的に示した。構築したモデルによるシ

ミュレーションの結果， LDL-Cのベースライン

値が高値の患者でのエゼチミブ併用療法の優越

性が示唆された（Fig.2）。
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Fig. 2 Simulation of the success rates of rosuvastatin and rosuvastatin plus ezetimibe at various baseline 

concentrations of low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) based upon the final population pharmacodynamic 

model (5000 individuals in each baseline LDL・Cconcentration). Success rates repres四 tthe percentages of patients 

who achieved the target LDL-C concentrations （く100mg/dl) a食巴r5 weeks of treatment. 
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2.脂質異常症治療薬の母集団薬効動態解析

日本人患者 633名（治療開始時の薬

物が投与された患者数は次の通り。

ラパスタチン： 394名，

エゼチミブ： 76名，
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Fig. 3 The final population pharmacodynamic model describing the 

time course for the LDL-C lowering effects of medicines. Kin, LDL-C 

constant; rate elimination LDL-C constant; Kaut, synthesis rate 

サベンタエン酸：107名）， LDL-C値6655

iポイントを電子カルテデータより収集

した。単独療法ではプラパスタチン（10

mg/day）単独投与が 342名と最も多く，

併用療法ではプラパスタチンとエイコ

サベンタエン酸の2剤の併用が 15名と

最も多かった。脂質異常症治療薬にお

ける間接反応モデ、ルで、の Kmに対する

阻害モデ、ルは，プラパスタチンについ

エイコン： 65名，

Baseline, baseline LDL・Cconcentration before the treatment; Dose, 

daily dose of medicines; PRV, pravastatin; FLV, fluvastatin; ATO, 

atorvastatin; PIT, pitavastatin; ROS, rosuvastatin; EZT, ezetimibe; 
ては log-linearモデル，フノレパスタチン

については linearモデル， エゼチミブ

エイコサベ

ンタエン酸については log-linearモデ

ルが選択された。さらに，上記の薬物

からの切り替え，もしくは併用において， K担を阻害するモデ、ルとして，

loge linearモデル，ピタパスタチンについては linearモデル，ロスパスタチンについては Emaxモデルが選

択された（Fig.3）。構築モデ、ルに基づいたシミュレーションにより， LDL-Cの減少率は，エゼチミブ（10

mg/day）にプラパスタチン（10mg/day）を併用するよりも（・35.5%），ロスパスタチン（2.5mg/day) 

しくはアトノレパスタチン（lOmg/day）を併用する方が大きかった（ロスパスタチン：・51.0%，アトルパ

スタチン：－56.1%) (Fig. 4）。

EPA, eicosapentaenoic acid; L-slope, slope of log-linear model; Slope, 

slope of linear model; Emax, maximum drug effect; ED50, daily・ dose 
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Fig. 4 Simulation time courses of low density lipoprotein-cholesterol decrease. 



【考察】

1.電子カルテデータに基づいたスタチンの母集団薬効動態解析

電子カノレテデータを用いて，日本人患者に対するアトルパスタチン，ピタパスタチン，ロスパスタチ

ンでの治療における LDL-Cの経時的推移を間接反応モデルにより表現した。また，スタチン単独療法

に比べてエゼチミブ併用療法の優越性がシミュレーションにより示唆された。エゼチミプは小腸壁細胞

に存在する NPClLlを介して食物および胆汁酸由来のコレステロールの吸収を阻害するためペスタチ

ンの効果に加えて，エゼチミブの効果が Kinを相加的に抑制するモデルで表現したことは妥当であった

と考えられる。

2.脂質異常症治療薬の母集団薬効動態解析

電子カノレテデータを用いて，脂質異常症治療薬における LDL-Cの経時的推移を間接反応モデルで表

現し，併用による効果を相加的なモデノレで表すことができた。患者個々の経時的な治療情報を収集するー

ことができれば，併用療法，他治療薬への切り替え，もしくは治療中断を考慮した PPD解析が可能であ

ることを示唆した。また，シミュレーションによりプラパスタチンとエゼチミプの併用療法に比べて，

ロスパスタチンとエゼチミプの併用療法の優越性が示唆された。ESSENTIAL試験ではLDL-C減少率は，

プラパスタチン（10mg/day）とエゼチミプ（10mg/day）併用群（31.5%）よりも，ロスパスタチン（2.5

mg/day）とエゼチミブ（10mg/day）併用群（43.4%）の方が大きかった報告があることからへシミュ

レーションの結果を支持するものであり妥当であると言える。

電子カノレテデータは臨床現場で得られるデータであり，臨床試験データに比べて，より一般的な患者

集団における医薬品の有用性や安全性を検討するデータソースとして期待されている。そのため，電子

カルテデータを用いた研究において，ファーマコメトリクスを利用することで，薬効ノミイオマーカーの

変動を，併用療法，他治療薬への切り替え，もしくは治療中断を考慮して，モデリングすることが可能

であることを本研究で示唆できたことは有意義であったと考えているQ
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