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論 文 内 容 の 要 旨 

 

通常，腎移植レシピエントに免疫抑制剤として 1 日 2 回投与のタクロリムス製剤（以下 BD TAC）

が投与されてきた。服薬アドヒアランスの向上を目指して，1 日 1 回投与のタクロリムス徐放製剤

（以下 OD TAC）が利用可能となった。OD TAC の有効性と安全性を検討する目的で，新規生体腎移

植レシピエント 10 例に投与し，初期の薬効動態と，1 年間の臨床経過を検討した。また OD TAC 投

与群と，過去の BD TAC 投与群との薬効動態と治療成績とを比較した。 

 

【対象と方法】 

新規生体腎移植レシピエント 10 例（うち ABO 血液型不適合 3 例，pre-emptive transplantation 

〔PET〕2 例）に対し，免疫抑制剤として OD TAC，ミコフェノール酸モフェチル，メチルプレドニゾ

ロン，バシリキシマブを投与した（OD TAC 群）。OD TAC の Pharmacokinetic(PK) study を術前,術後

2 週目,3 週目に施行した。TAC の血中濃度測定は投与直前,投与後 1 時間,2 時間（C2）,4 時間（C4）,8

時間,12 時間および 24 時間（トラフ濃度；Cmin）の 7 点とし, 24 時間血中濃度曲線下面積（area under 

the blood concentration time curve; AUC0-24）はモーメント解析法により算出した。OD TAC の投

与量は，TAC の目標トラフレベルを 9～12 ng/ml の範囲内になるよう調整し，急性拒絶反応や

calcineurin inhibitor (CNI)腎毒性の有無を確認するために，術後 3 週目あるいは 4 週目と，3 か

月目に移植腎生検を施行した。OD TAC 群 10 例の TAC の薬物動態と 1 年間の臨床経過を評価した。

また，OD TAC 群と，過去に BD TAC を投与した腎移植レシピエント 35 例（BD TAC 群）の TAC の薬

物動態と TAC の投与量について比較検討した。 

 

【結果】 

OD TAC 投与群のレシピエントの中央値年齢 37.0 歳（17-62 歳），ドナーは 60.5 歳（24-69 歳）

であった。レシピエントの透析期間は 7.6 か月（0～35 か月）で，PET 症例が 2 例あった。原疾患は

DM 1 例，non-DM 9 例であった。ABO 血液型不適合は 3 例で，HLA mismatch は 2.5 (1-5)であった。 

PK study において，Cminは中央値 9.71 ng/ml であり，目標トラフ範囲内に収まっていた。ただ

し，投与後 2 時間で最高血中濃度（Cmax）が 50 ng/ml を超えた症例も認められた。平均観察期間 15.7

か月（12.9～18.5 か月）で，患者生存率，移植腎生着率ともに 100％であった。急性拒絶反応は臨

床的にも認めず，移植後 3 週目，3 か月目の定期移植腎生検においても biopsy-proven acute 

rejection (BPAR)は認めなかった。また CNI 腎毒性も認めなかった。周術期合併症も特記すべきも

[   ] 



  

のを認めなかった。 

腎移植後 3 週間目の時点での BD TAC 群との比較ではトラフ中央値は OD TAC 群 11.2  ng/ml，

BD TAC 群で 10.8 ng/ml と同等の値であったにもかかわらず，一日投与量は体重換算で OD TAC 群 

0.308 mg/kg/day に対し，BD TAC 群 0.149 mg/kg/day であり，OD TAC 群で有意に多くの投与量を必

要とした(p=0.015)。 

 

【考察】 

TAC はシクロスポリンより in vitro で約 100 倍強い免疫抑制作用を有する免疫抑制剤で，ヘル

パーT 細胞内で FK506 結合タンパクと結合後，カルシニューリンの活性を阻害し,IL-2 をはじめとす

る各種サイトカインの産生を抑制することにより拒絶反応を抑制する。OD TAC は BD TAC の徐放製

剤であり,1 日 1 回投与のため，服薬回数が少なくなることから服薬アドヒアランスの向上が期待さ

れ，また徐放製剤のためピーク濃度が抑えられ，体内動態の変化が少なくなることで，有害事象を

軽減できる可能性がある。今回の PK study の結果，Cminの中央値は目標トラフ濃度内にあった。し

かし，有害事象の発現に影響を与える可能性があると考えられる Cmaxが 50 ng/mL を超えるような症

例も認めたことから，OD TAC の吸収機構と代謝には個人差があり,患者の状況に応じて血中濃度を

測定し,投与量を調節する必要があると考えられた。 

1 年間という短い観察期間ではあるが，OD TAC 群全例において移植腎は生着しており，明らかな

急性拒絶反応を認めなかったことから，OD TAC の有効性は高いと考えられた。また，有害事象とし

て CNI 腎毒性が腎移植後 3 年で 50％，10 年でほぼ 100％に認められるといわれているが，自験例で

は，短期間ではあるが，CNI 腎毒性を認めた症例はなく安全性に大きな問題はなかったが，今後の

経過観察を要するものと思われた。 

BD TAC 群との比較において，術後 3 週目の時点で，目標トラフ濃度を保つためには OD TAC 群の

投与量が，BD TAC 群よりも多く必要であった。これは徐放化したことで，腸管での TAC の吸収が緩

やかとなり，肝臓での代謝速度が速まった可能性が考えらえた。 

 

【結論】 

1 年間の経過観察ではあるが，腎移植患者において OD TAC の有効性と安全性が確認された。た

だし，術後早期の目標トラフ濃度を保つための投与量に関しては， OD TAC が BD TAC よりも多くを

要した。 

 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 
 申請者 石田健一郎は，1 日 1 回投与のタクロリムス徐放製剤（OD TAC）を新規生体腎移植レシ

ピエントに投与し，初期の薬効動態と 1 年間の臨床経過を従来の 1 日 2 回投与のタクロリムス製剤

（BD TAC）投与群と比較検討し，OD TAC では術後早期の目標トラフ濃度を保つためには BD TAC よ

りも多くの投与量を必要とするが，OD TAC の腎移植における優れた有効性と安全性を明らかにした。

本研究の成果は，腎移植の長期成績の向上に関わる知見であり，移植医学の進歩に少なからず寄与

するものと認められる。 
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