Contents

Vol.56 No.7 2014

これからの

薬剤師が絶対知っておきたい！

骨粗鬆症マネジメント
19

特集にあたって

21

骨粗鬆症のメカニズム

25

骨粗鬆症リエゾンサービスと骨粗鬆症マネージャー

鈴木 敦詞

29

骨粗鬆症リエゾンサービスと薬局薬剤師の取り組み

宮原富士子

鈴木 敦詞
垣田 彩子，鈴木 敦詞

診断法の進歩と臨床応用

35

骨粗鬆症の診断基準と予防と治療ガイドラインの見方・使い方

40

骨粗鬆症の画像診断と使いこなし方

45

骨代謝マーカーの利用法

細井 孝之

曽根 照喜

三浦 雅一

治療薬のプロファイルを読み解く

51

活性型ビタミン D およびその誘導体

59

SERM

65

ビスホスホネート製剤

71

骨形成促進薬（テリパラチド）

宮腰 尚久

77

抗 RANKL 抗体（デノスマブ）

中山耕之介

83

顎骨壊死の現実と対応̶̶BRONJ から ARONJ へ

井上 大輔

寺内 公一
岩本 潤

早川 伸樹

生活指導のポイント

89

骨粗鬆症とロコモーショントレーニング

95

骨粗鬆症と栄養̶̶何を食べる？

石橋 英明

何を避ける？

桑原 晶子，太田 淳子，田中 清

取 材
フロントページ

9

大腸癌治療ガイドラインを改訂

この人に聞く

16

遺伝子情報は個別化医療にどこまで活用できるのか？
平井みどり氏（神戸大学医学部附属病院薬剤部 部長／教授）

レポート

101
102

薬剤師レジデントの給与財源確保に課題

第 3 回薬剤師レジデント交流会（兵庫県西宮市）

鉄過剰状態でも投与できる鉄非含有製剤を院内で開発

第 29 回日本静脈経腸栄養学会学術集会（横浜市）

Contents

薬 事 Up-to-Date
106

海外文献紹介

111

適応拡大クローズアップ

114

ニュースレター

門脇 大介，平田 純生／木村 利美，木村 友絵

プロプラノロール塩酸塩

横井 正之

連載
3

薬剤師の臨床推論 お勉強コラム［7］

薬物の過量投与について考える

117

添田 博

時めき臨床研究［16］

薬剤師が現場で行う臨床研究─研究計画を作成しよう

127

医師との mutual respect に必要な臨床医学知識［4］

①子宮内膜症 中原 辰夫
②こどもの溶連菌感染症

137

上野たまき

From Bench to Bedside 薬物動態の新展開［6］
（完）

静注麻酔薬の生理学的薬物動態解析

141

処方せん疑義照会トレーニング［15］

消化器内科処方を服用中の早朝倦怠感

147

高塚 亮，相良 克海

知っ得！ 薬剤師業務に活きる IT・アプリ［7］

臨床試験をサポートするツール

151

山本康次郎

青柳 吉博

適応外使用の処方せんの読み方［49］

再燃前立腺がん

藤原 豊博

そ の他
34

書評

薬局・薬剤師のためのトラブル相談 Q&A47

書評

POCT が変える医療と臨床検査

100
161
162

書評

そこが知りたい！ 貼付剤

付録

初収載ジェネリックガイド

愛読者アンケート＆プレゼント
次号予告・編集部より

福間 真悟，福原 俊一，渡部 一宏，関根 祐子

大腸癌治療ガイドライン
を改訂
From
Japan Medicine MONTHLY は，じほうが発行する月刊情報紙で，臨床現場や国内外の学会取材を通して，
日常診療に役立つ最新の医療学術情報を提供しています。今月号は，同紙が報道するニュースやインタビューの
なかから，大腸がん治療にスポットを当てた記事を転載してご紹介します。
Japan Medicine MONTHLY の購読に関するお問い合わせは，03-3233-6336 まで。

FOLFOXIRI 採用，進行大腸がん治療の新展開示唆
GL参考にしつつ工夫凝らした診療を
は，今後，予後不良で二次，三次と重ねることが難しい

大腸がん領域で新たなエビデ

BRAF 変異型症例に対する有力な選択肢になると指摘。

ンスの報告が相次ぐなか，大腸
癌研究会は治療ガイドライン

国内での使用経験はまだ浅いが，
「今後ベバシズマブ

（GL）を改訂し 2014 年版を発

（Bmab）との併用レジメンのエビデンスが明らかになっ

刊した。進行大腸がんに対する

てくれば，さらに市民権を得ていく可能性のある治療

化学療法のアルゴリズムでは，

法」と分析する。

FOLFOXIRI やレゴラフェニブ

室氏

現 在，Bmab 併 用 下 で FOLFOXIRI と FOLFIRI を 比

といった新規レジメンの採用な

較検討する第 3 相臨床試験「TRIBE」が行われており，

どで選択肢を拡充。さらに，GL を参考にしつつ，個別

すでに，主要評価項目の PFS が FOLFOXIRI ＋ Bmab 群

性の高い医療を追求する重要性を従来以上に打ち出して

で有意に延長したことが明らかになっている。

いる。
FOLFOXIRI は，
Infusional 5-FU ＋ロイコボリン（LV）

室氏は，FOLFOXIRI ＋ Bmab であれば，薬物療法で
切除不能から可能に変換する

Conversion Therapy

＋イリノテカン（IRI）＋オキサリプラチン（OX）を使用

を狙える状態にあるものの，

する殺細胞性抗がん剤の 3 剤併用療法で，強力な腫瘍縮

体薬不適応の患者の有望な治療手段になりうると分析。

変異型で抗 EGFR 抗

小効果が期待される。進行大腸がん症例に対する一次治

「TRIBE 試験のOSの結果次第で将来的には FOLFOXIRI

療で FOLFOXIRI と FOLFIRI の有効性を比較検討した

＋ Bmab を記載することになるだろう。今回の FOLFOXIRI

海 外 第 3 相 臨 床 試 験 で は， 主 要 評 価 項 目 の 奏 効 率 が

療法の採用は，その布石の意味合いもある」と話す。

FOLFOXIRI 群で有意に改善。無増悪生存期間（PFS）

ただ，FOLFOXIRI は抗がん剤を 3 剤併用するだけに，

と全生存期間（OS）も FOLFO-XIRI 群で FOLFIRI 群と

強い毒性が現れる可能性も高い。室氏は，特に注視すべ

比べ有意に良好で，各群の PFS 中央値は 9.8 カ月と 6.9

き有害事象として骨髄抑制に言及。下痢，口内炎の程度

カ 月（p=0. 0006），OS 中 央 値 は 22. 6 カ 月 と 16 .7 カ 月

も通常の殺細胞性抗がん剤 2 剤併用の治療より強まる傾

（p=0.032）だった。
同 GL 作成委員会委員の室圭氏（愛知県がんセンター
中央病院薬物療法部部長・外来化学療法センター長）は，
強力に腫瘍をたたく FOLFOXIRI の一次治療での実施

向であり，注意を必要とする。「実地臨床での使用は，
全身状態良好で比較的若いなど対象をある程度限定する
必要があるだろう」とする。

大腸癌治療ガイドラインを改訂

エビデンスの登場が続く。今年 3 月には経口ヌクレオシ

患者の状態踏まえ治療選択を

ド系抗悪性腫瘍薬トリフルリジン / チピラシル配合剤

新薬レゴラフェニブの最終ラインへの追加も，同アル

（TAS-102）が製造販売承認を取得した。

ゴリズムの新規採用レジメンの一つだ。同剤の登場で，

同剤の発売後の展開について室氏は，当分，レゴラ

従前の標準治療の終了後も OS 延長を目指した治療が可

フェニブの後に使用する薬剤と位置づけられると分析。

能になった。ただ，室氏は，同剤の投与を検討する段階

レゴラフェニブの有効性を示した第 3 相臨床試験の結果

の症例は，既に全身状態不良な場合も多いと指摘。そう

はすでに論文化に至っていて，第 2 相比較臨床試験で承

した患者に対する同剤の画一的な投与は避けるべきとし

認された TAS-102 と比し，エビデンスレベルで一線を

「治療を行うメリットがデメリットを上回る症例の見極
めが必要。そのために対症療法との選択の中で治療を考

画しているからだ。
ただ，TAS-102 も国際共同の第 3 相臨床試験が行われ，
プラセボ比較で主要評価項目の OS を有意に延長したと

慮すべき」とする。
また，同アルゴリズムでは，PS 良好で強力な治療が

の結果が近く国際学会で発表される見込み。結果の公表

実施可能な症例でも，腫瘍量が少ない，進行が緩徐，高

後は同剤とレゴラフェニブは「横並びの選択肢」になる

齢で毒性を好まないなどの状況があれば，抗腫瘍効果が

との見方を示す。

弱めのレジメンから始める流れを明示。その選択肢に，

ますます増えていく見込みの治療選択肢に期待感を示

5-FU ＋ LV かカペシタビンのいずれかに Bmab を併用す

す一方，室氏は，
「それに伴い一つひとつの治療レジメ

る方法か，UFT ＋ LV を提案している。

ンをただなぞるだけで何の工夫もせず，早々に次のレジ

これらのレジメンは従前の GL でもあがっていたが，

メンに移行してしまっている一部の実地臨床の悪しき状

一次治療で OX か IRI の併用療法を実施することに，耐

況を懸念する」とも話す。つまり，工夫次第で得られた

えられないと判断された症例の選択肢という位置づけ

はずの本来の生存期間を，短縮してしまっている可能性

だった。「かたくなに FOLFOX，FOLFIRI ベースの治

を危惧している。そのうえで「GL は治療指針のエッセ

療を実施するのではなくて，患者の状況によって柔軟な

ンスを提示しているに過ぎない。必要な治療の工夫やコ

対応が求められることを示したかった」と室氏は改訂の

ツが書かれているわけではない。GL を生かすも殺すも

経緯を話す。

患者を目の前にしている臨床医次第なので，ぜひ多くの
症例を経験し，最大限に効果を発揮させ最小限に副作用

新薬登場，エビデンスの蓄積も

を抑える工夫を施してほしい」と強調する。

GL 改訂から間もないが，早々に新薬の発売や新たな

レゴラフェニブは副作用への対応がカギ
スタッフと予防措置徹底し投与継続へ
切除不能大腸がんに対する標

ター化学療法部の小松嘉人部長は最も多い手足症候群に

準化学療法不応後の新規分子標

対し，メディカルスタッフと連携して予防的措置を徹

的薬として，経口マルチキナー

底，これにより投与の継続につなげている。

ゼ阻害薬レゴラフェニブが登場

レゴラフェニブは，腫瘍形成や腫瘍微小環境に関わる

して 1 年が経過した。これまで

チロシンキナーゼを標的とするマルチキナーゼ阻害薬だ

使用薬剤のなかった三次治療以

が，なかでも腫瘍血管新生に関与する血管内皮増殖因子

降の選択肢として，臨床での同

小松氏

受容体（VEGFR）の阻害が効果の中心となる。標準化

剤の投与が広がる一方で，副作

学療法中または最終投与から 3 カ月以内に増悪した，切

用への対応が課題にあげられる。北海道大病院腫瘍セン

除不能大腸がん 760 例を対象とした国際共同第 3 相試験

「CORRECT」では，主要評価項目の全生存期間（OS）

のマネジメントをしっかり行うことが大事であり，早期

中央値がレゴラフェニブ投与群 6.4 カ月，プラセボ群 5.0

中止を乗り越えられれば継続して投与できる」ことがわ

カ月となり，1.4 カ月の有意な延長が認められた（ハザー

かった。実際，これまでの国内の投与例からは，手足症

ド比 0.77，p=0.0052）
。

候群の半数が治療開始 2 週間以内に発現し，軽快 / 回復

このほか無増悪生存期間（PFS）の中央値は，それぞ
れの群で 1.9カ月，1.7カ月（ハザード比 0.49，p<0.000001）。

した患者の約 6 割は 2 週間以内に副作用が治まっていた
と報告されているという。

奏効率は完全奏効（CR）＋部分奏効（PR）がそれぞれ，

手足症候群の発現・重症化を避けるには，投与前より

1.0％，
0.4％となったものの，
PR ＋ 6 週間以上の安定（SD）

物理的刺激の除去，角質処理，保湿といった適切な予防

で見た「病勢コントロール率」は 41.0％，14.9％と大き

的措置を講じなければならない。皮膚毒性のグレードは

な差がついた。小松氏はこの結果からレゴラフェニブに

「日常生活に支障を来さない」（グレード 1）
，「疼痛を引

対し，「ラストライン（多剤耐性となった時点）で用い

き起こすことで日常生活に支障を及ぼす」
（グレード 2），

て病勢を進行させない力には意味がある」との見方を示

「激しい疼痛や重度の不快感を伴い，仕事や日常生活が

す。日本人によるサブ解析でも OS と PFS でグローバル

不可能」
（グレード 3）の 3 段階で構成され，小松氏はグ

試験と同傾向の有効性を認めたほか，病勢コントロール

レード 2 の初期段階までで，症状を押さえ込むのがポイ

率は 40.3％に達した。

ントと指摘する。

グローバル試験の結果や論文化を受け，レゴラフェニ

具体的には足の裏，手のひらや指など圧力のかかる部

ブは大腸癌治療ガイドライン 2014 年版で標準治療とし

位の保護が必要で，同院では保湿クリーム塗布部分を覆

て位置づけられた。

変異がある患者では一次，二

うための靴下や手袋，靴の中敷きに使うクッションやシ

次治療でベバシズマブを用い，三次で推奨。変異がなく

リコンとして，市販のグッズを準備。医師はレゴラフェ

三次までにベバシズマブ，セツキシマブ，パニツムマブ

ニブの処方を決めた段階で外来治療センターに連絡し，

を使った場合は，四次での投与を勧める。

看護師などのメディカルスタッフが，グッズの使い方や

現在，

野生型への三次治療では標準的であるセ

保湿，角質処理の方法を患者に指導する連携体制を構築

ツキシマブ±イリノテカンと，レゴラフェニブを比較検

している。市販のグッズで対応できない場合は，医療用

討する医師主導試験「REVERCE」が進められている。

の除圧パッドを使用する。

小松氏のグループは同試験に参加しており，ここで同等

小松氏はレゴラフェニブの投与では，メディカルス

以上の有効性と安全性が認められた場合，今より前倒し

タッフの協力が不可欠であると強調。こうした予防措置

でレゴラフェニブが投与されるようになる可能性がある

によって，1 コース目からグレード 1 に抑えられる患者

とみる。

が増えていると説明する。

事前に説明し手足症候群を管理

大半は脱落せず，2 年間継続例も

一方でレゴラフェニブに関しては，投与に伴う副作用

予防措置と並行して医師が考えなければならないの

への対応が重要になる。CORRECT 試験ではグレード 3

が，レゴラフェニブの用量調節だ。例えばグレード 2 の

以上の主な副作用として，手足症候群（16.6％）
，高血

手足症候群が初めて発現した場合，投与量を 40mg（1

圧（7. 2 ％），下痢（7.2 ％）
，疲労（5. 6 ％）が報告され，

錠）減らして対症療法を講じ，改善がみられなければ 7

副作用による治療中止率は 8.2％だった。これに対し日

日間休薬，それでも皮膚症状が再び現れる患者ではグ

本人集団では，とりわけ手足症候群が 27.7％，高血圧が

レード 0 〜 1 になるまで休薬するなど，基準（図 1）が提

10.8％となり，グローバルとの差を確認。全体の中止率

示されており，小松氏もこれを基本に用量を調節している。

は 13.8％に上った。
小松氏によると CORRECT 試験から，いずれの副作

ただ，「確実に予防措置を行い，できる限り高い用量
を投与できれば，それだけ効果が得られやすい」ため，

用も治療 1 コース目から発現し，その後の治療に従い減

患者にはレゴラフェニブのエビデンスと治療初期の対応

少する傾向が見出された。つまり「治療初期の副作用へ

の重要性を，投与前に必ず伝えるようにしている。予防
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皮膚毒性のグレード

発現回数

用量調節および処置

回数問わず

グレード 1

スチバーガ®の投与を継続し，対症療法を直ちに行う
減量し，対症療法を直ちに行う
スチバーガ®の投与量を40mg（１錠）
改善がみられない場合

１回目

グレード0〜1に軽快

７日間休薬

投与再開

改善がみられない場合

グレード 2

グレード 3

2回目
3回目

グレード0〜1に軽快するまで休薬し，投与再開時には投与量を
休薬前の投与量から40mg（１錠）減量

4回目

スチバーガ®の投与中止

1回目
2回目

対症療法を直ちに行い，グレード0〜1に軽快するまで少なくとも７日間休薬
スチバーガ®の投与を再開する場合，休薬前の投与量から40mg（１錠）減量

3回目

スチバーガ®の投与中止

CTCAE Ver.3.0によるグレード分類

図1

手足症候群に対する用量調節基準

バイエル薬品「スチバーガ適正使用ガイド」

ヒルドイド軟膏
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マイザー軟膏
Ca拮抗薬
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図2

資料提供：小松嘉人氏

措置と用量調節によって，ほとんどの患者が脱落せずに

対策を講じながら，
2 年間投与を継続できていた症例（図

投与を続けられているという。

2）を経験しており，「ラストラインで2年間続けられる

また高血圧への対応としては，患者に朝夕の血圧測定

のは明らかにクリニカルベネフィットがある」と評価する。

を指導している。10 〜 20mmHg の上昇が認められれば

このほかレゴラフェニブ関連の大規模試験では，肝不

まず ARB を投与し，血圧が下がらなければ Ca 拮抗薬を

全による死亡が 2 例報告され，そのいずれも日本人だっ

併用。それでも降圧が得られない場合は，基準に沿って

た。このため発現頻度は比較的低いものの，肝機能障害

用量調節を行う。小松氏はこれまでに，レゴラフェニブ

への注意は重要との考えを提示。投与開始後 2 カ月間は

を 1 錠減らしたものの，高血圧など複数の有害事象への

肝機能検査を毎週実施し，モニターするよう促す。

平井みどり 氏

HIRAI Midori

神戸大学医学部附属病院薬剤部 部長／教授
ヒトゲノムが解読され，分子標的薬などの薬剤で
は，ゲノム上の個体差である遺伝子多型による治療
を評価できるようになった。最近では，個人で直接
遺伝子検査を受けることができるビジネスも普及の
動きをみせており，従来の客観性・再現性・普遍性
を重視する医療から，個別の遺伝子情報を治療薬の
選択や投与計画に反映させる時代が到来している。
そこで，患者個人の遺伝子情報と薬理作用の関係性
を追究するゲノム薬理学という新たな領域での薬剤
師の活躍が期待される。2014 年 4 月に日本ゲノム
薬理学会を設立した神戸大学医学部附属病院薬剤部
部長／教授の平井みどり氏に，ゲノム薬理学が切り
開く個別化医療の将来像と薬剤師に期待される新た
な職能について話を聞いた。

遺伝子情報は個別化医療に
どこまで活用できるのか？
― ゲノム薬理学の臨床現場での活用はどこまで進んで
いますか？

として使用できるほどは明らかになっていません。その
理由として，こういう副作用を生じた患者はこの遺伝子

分子標的薬では，ゲフィチニブが EGFR 遺伝子変異を

多型だったとか，この用量で血中濃度が非常に高くなっ

有する患者で高い効果を示すことや，セツキシマブは

た患者はこの遺伝子をもっていたというような後ろ向き

K-RAS 遺伝子に変異があると効果を示さないなど，遺

の調査がほとんどで，遺伝子情報をもとに薬物治療の内

伝子と薬理作用との関係の解明や臨床現場での活用がか

容を変更したときにどのような効果・副作用が現れたか

な り 進 ん で き て い ます。一方，分子標的薬以 外 で は

を調査した研究が非常に少ないこと，大半の疾患ではバ

2008 年 11 月にイリノテカンで UGT1A1 のハイリスク遺

イオマーカーなどの効果や副作用を客観的にモニターす

伝子多型の遺伝子検査が保険収載され，また最近では

るものがわかっていないため評価が難しいこと，薬剤の

CYP2D6 に変異のある患者では向精神薬の服用による副

効果・副作用に影響するのは多くの場合一つの遺伝子多

作用が増大すること，ヒト白血球抗原（HLA）の変異

型だけではなく膨大な遺伝子情報を解析して評価しなけ

を有する患者はアロプリノールで重症薬疹を起こしやす

ればならないことなどがあげられます。

いことなどがわかってきています。しかし，いまだ多く

しかしながら遺伝子情報の分析技術や情報の蓄積は目

の薬剤では遺伝子と薬理作用の関係を臨床でエビデンス

覚ましい勢いで進んでいます。国民ナンバー制度で個人

日本ゲノム薬理学会設立の意義
〜Pharmacogenomicsの一般化〜
遺伝子工学の発展

ゲノム薬理学の発展

・遺伝子サンプルの
多様性

・薬物治療に関連す
る遺伝子多型の網
羅的な解析

・遺伝子多型解析
技術の向上
・解析時間，費用の
低減化

・情報の蓄積

?

遺伝子情報を活用した
個別化医療の実現

個別化医療のさらなる普及を
図るにはゲノム薬理学を一般
化する必要がある
ゲノム薬理学の一般化

・薬物動態学との融
合

社会的効果
・日常的な遺伝子多型解析に基
づいた薬物治療設計が可能
・副作用発現頻度の減少による
大規模な医療費の削減

・地域医療を担う保険
薬局での遺伝子解析
実施

・データベースの活用による国
内外の医薬品適正使用の推進

・遺伝子多型にあわせ
た処方設計の実践
・データベースの構築

のデータを管理し大量の臨床データを網羅的に解析する

いったことも必要になります。今後，日本ゲノム薬理学

ことが可能になれば，将来的には多くの薬剤で遺伝子情

会認定ゲノムファーマシスト制度を創設し，ゲノム薬理

報と薬理作用の関係が解明されます。そうすれば，個々

学に精通した薬剤師の育成を進めていきたいとの構想も

の遺伝子情報にあわせて薬物の選択や用量の設定などを

あります。

行う日が必ず来ます。

今年 9 月に名古屋で開催される日本医療薬学会年会で
当学会主催のシンポジウムを開催します。遺伝子情報に

― 日本ゲノム薬理学会は今後どのような活動をされる
予定ですか？
日本ゲノム薬理学会の活動の一つとして，基礎から臨
床まで多職種が参加し，遺伝子情報と薬理作用に関する

基づく薬物治療は大学病院や大病院だけのものではなく
中小病院や薬局薬剤師の業務でも身近なものになると思
いますので，できるだけ多くの方に参加していただきた
いと思います。

データを整理・評価して臨床で活用できるエビデンスを
創出していく場にしたいと考えています。遺伝子情報と
薬理作用の関係においては人種間の差が非常に大きいた
め，当学会が中心になり日本人データを集積していくこ
とが重要だと考えています。
また，同時に人材の育成も重要です。将来的には迅
速，安価に個人の遺伝子情報が取得できるようになり，
医師と患者の間に入って第三者の立場からその情報に基
づいた薬物治療の提案を行うのが薬剤師に求められる業
務の一つになるでしょう。さらに，遺伝子情報を扱うこ
とから，患者の精神面のカウンセリングや臨床倫理も重
要になります。他にも遺伝子検査の保険適用に関する情
報提供や，疾患に対する遺伝子情報と生活習慣の影響の
バランスを考えながら患者の生活面をサポートすると

平井氏と日本ゲノム薬理学会理事の平野
（右）

剛氏（左）
，山本和宏氏

これからの骨粗鬆症マネジメント

治療薬のプロファイルを読み解く

抗RANKL抗体（デノスマブ）
中山耕之介
NAKAYAMA Konosuke

破骨細胞分化誘導因子（RANKL）は，骨芽細胞系細胞の細胞膜上に発現し，破骨細胞系細胞に発現するその受容体
RANKへの結合を介して，破骨細胞の形成，活性化，および生存に必須の役割を担う。
デノスマブは，RANKLに対する完全ヒト型モノクローナル抗体製剤であり，RANKLのRANKへの結合を阻害して
破骨細胞を抑制し，骨吸収を低下させて骨密度を増加させる。その作用は強力かつ持続的であり，悪性腫瘍の骨病変に
対しては4週間ごと，骨粗鬆症に対しては6カ月ごとの投与で十分な効果が得られる。皮下投与のため，長期臥床患者，
認知症患者，在宅患者への適用も容易である。
有害事象として，顎骨壊死や大腿骨非定型骨折のほか，特に低カルシウム血症に注意を要する。

Key word 骨吸収，破骨細胞，悪性腫瘍，低カルシウム血症，オステオプロテジェリン

デノスマブは，RANKLへの高い親和性と特異性によ

デノスマブとは

り，OPGと同様にRANKLのRANKへの結合を阻害する

デノスマブ（denosumab）は，破骨細胞分化誘導因

結果，破骨細胞の数と活性を低下させ，骨吸収を抑制し

子〔receptor activator of nuclear factor-κB（NFκB）

て骨密度を増加させる。本薬は初の骨代謝関連抗体医薬

（RANK）ligand；RANKL〕に対するIgG2サブクラスの

品であり，ビスホスホネート（BP）製剤とは作用機序

完全ヒト型モノクローナル抗体製剤である。RANKLは

の異なる骨吸収抑制薬として有用性が証明されている。

tumor necrosis factor（TNF）リガンドファミリーに属

現在わが国では，多発性骨髄腫による骨病変および固形

する因子で，骨においては骨細胞などの骨芽細胞系細胞

がん骨転移による骨病変（ランマーク ® ）と骨粗鬆症

の細胞膜上に発現し，破骨細胞系細胞の細胞膜上に発現

（プラリア ® ）に対して臨床応用されている。またつい

するその受容体RANKへの結合を介して，破骨細胞へシ

最近，ランマーク®の骨巨細胞腫に対する適応が追加承

グナルを伝達し，破骨細胞の形成，活性化，および生存

認された。

1），
2）

に必須の役割を担っている（図 1 ）

。

RANKLには，内因性阻害因子オステオプロテジェリ
3）

本薬の骨吸収抑制作用は，窒素原子含有ビスホスホ
ネート（N-BP）製剤よりも強力で，かつ持続的である。

ン（osteoprotegerin；OPG） が存在し，骨吸収の調節

このためデノスマブは悪性腫瘍の骨病変に対しては 4 週

に重要な役割を担っている（図 1 ）
。OPGは主に骨芽細

間ごと，骨粗鬆症に対しては 6 カ月ごとの皮下投与で十

胞系細胞により産生され，RANKLと結合してRANKを

分な骨効果が得られ，独特の内服方法が必要なN-BP経

競合的に阻害するdecoy receptor（おとり受容体）とし

口製剤や，静脈確保の必要なN-BP静注製剤よりも簡便

て作用し，破骨細胞形成を抑制する。

であり，長期臥床患者，認知症患者，さらには在宅患者

がん研有明病院総合内科 副部長
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知っ得！

監修：
薬剤師・医療情報技師会
（荒 義昭，若林 進）

薬剤師業務に活きる
IT・アプリ
第 ７ 回

臨床試験をサポートするツール
青柳 吉博
AOYAGI Yoshihiro
国立がん研究センター早期・探索臨床研究センター臨床試験支援室

臨床試験を実施する際は一般的に症例データを収集します。症例データはcase report form（CRF）によって
収集されます。CRFは数年前まで紙による収集が一般的であり，郵送などによって参加施設とやりとりされていま
した。しかし最近では，臨床研究・治験活性化5か年計画20121）および同アクションプラン2）でも謳われていると
おり，IT技術を使ってより効率的かつ精度の高い症例データの収集が求められています。症例データを電子的に取
得することはelectronic data capture（EDC）といわれ，さまざまなシステムが利用されています。しかし，臨
床試験（特に治験）に用いるシステムは高額な場合が多く，簡単に導入することはできません。そこで今回は，臨
床試験をサポートする無料のソフトウェアを紹介します。

そもそも，臨床試験で使うソフトウェアは何なのか？
臨床試験で使われるソフトウェアは文書保管や統計解

1．ユーザの管理機能

析用など多岐にわたりますが，今回は症例データの収集

ソフトウェアを利用する一人ひとりに個別のIDを発

や臨床試験データ管理（clinical data management；

行することが可能です。また，そのユーザの役割や勤務

CDM）にフォーカスを当てます。症例データを収集す

施設などを管理することができます。さらに役割に応じ

るためのソフトウェアはMicrosoft Accessのようなデー

たデータの入力・参照およびダウンロードの可否などに

タベースソフトウェアとよく似ていますが，データの信

ついて権限設定が可能です。権限は実施される試験の規

頼性を担保するためやセットアップの負担を軽減させる

模や対象によって一定ではないため，試験ごとに権限設

ために臨床試験特有の機能を実装しています。以下にそ

定できることが必要です。

の一例をまとめてみました。
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