タイトル
作成者（著者）

簡便かつ医薬品開発に有用な臨床におけるCYP3A4 誘導リスク評価法 :
Induction detection limit Concentration によるRelative Factor 法
石倉, 詩乃

公開者

東邦大学

発行日

2020.03.15

掲載情報

東邦大学大学院薬学研究科 博士論文 内容の要旨及び審査結果の要旨.

資料種別

学位論文

内容記述

主査: 宮内 正二 /

著者版フラグ

none

報告番号

32661甲958号

学位記番号

甲122号

学位授与年月日

2020.03.15

学位授与機関

東邦大学

メタデータのＵＲＬ

https://mylibrary.toho-u.ac.jp/webopac/TD17245869

博 士 学 位 論 文

論 文 内 容 の 要 旨
お よ び
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

東

邦

大

学

簡便かつ医薬品開発に有用な臨床における CYP3A4 誘導リスク評価法
- Induction detection limit Concentration による Relative Factor 法氏名

石倉詩乃

所属 医薬品評価学
【序論】
医薬品開発において薬物間相互作用（DDI）による影響を正確に予測することは非常に重要であり、医
薬品の体内からの消失に大きく関与する P450 酵素の DDI 評価について日本厚生労働省（MHLW）より
DDI 評価のガイドラインが示されている 1）。P450 酵素の分子種のひとつである CYP3A4 は肝臓および小
腸における存在比が 80%と高く、体内動態において主要な役割を果たす酵素であるため、医薬品開発にお
いて CYP3A4 の DDI リスク予測は不可欠な検討事項となる 2）。ガイドラインには CYP3A4 の誘導評価法
として、凍結ヒト肝細胞を用いた in vitro 評価系より得られる in vitro 濃度-誘導曲線から、Emax モデル
に従って算出される誘導パラメータ（Emax および EC50）を用いてリスク評価をする標準法が示されてい
る。しかしながら、この標準法に従ってリスク評価を行うためには in vitro の評価系において Emax および
EC50 を算出するために化合物の高曝露が必要となる。溶解性の問題や細胞毒性の影響など高濃度における
評価が適切に行うことができない化合物は標準法によるリスク評価ができない。その結果、in vitro 実験
に基づいたリスク評価が不十分となり臨床 DDI 試験を実施する必要があり、医薬品開発におけるドラッグ
ラグの一因となっている。我々は、この問題を解決できうると考えられる CYP3A4 誘導リスク評価法とし
て、Emax および EC50 をリスク評価に必要としない Relative Factor (RF) 法を提唱している 3）。RF 法の

導曲線は対数軸（図 1-A）で示した際に平行移動すると仮定してい
る。RF 法では、有意な誘導反応とされる検出限界誘導能（IDL）
を示す誘導剤濃度を検出限界誘導濃度 (IDLC)と定義し、標準誘導
薬 rifamipicin (RIF)や phenobarbital (PB)の IDLCi と開発化合物の

A)

Emax

IDL (1+3SD)

IDLCcpd の比である RF 値を用いて誘導リスク予測を行う。誘導剤

（RFi=IDLCi/IDLCcpd =SLOPEcpd/SLOPEi）を用いてリスク評価を
行うため、前述の細胞毒性や溶解性の懸念を抱える医薬品のリスク
評価の問題を回避できる簡便かつ有用性が高い方法であると考えて
いる。

IDLCRIF IDLCcpd IDLCPB
Inducer concentration (log)

B)
Fold induction

の 低 濃 度 領 域 で 求 め る こ と が 可 能 で あ る RF 値

1

本研究では、10 種の代表的誘導剤を用いて、MHLW ガイドライ
ンで要求されている CYP3A4 の mRNA を誘導の指標とした RF 法
による CYP3A4 誘導リスク評価の標準方法の確立を行った。更に、

RIF Compound A PB

Fold induction

概念図を図 1 に示した。RF 法は誘導反応が Emax model に従い、誘

Compound A

P (Ccpd, Icpd)

IDL (1+3SD)

SLOPEcpd= Icpd-1/Ccpd
IDLCcpd
Inducer concentration (linear)

図 1 RF 法概念図
A) log scale, B) linear scale
P: 最初に IDL を超えた誘導ポイント

RF 法から求めた各化合物のパラメータを標準誘導剤の RF 値および標準誘導薬の Emax および EC50 を用
いて各誘導剤の Emax および EC50 へ換算し、Relative Induction Score (RIS)法を用いた誘導リスク評価を
行い RF 法から得られたパラメータの頑健性の検証も行った 4)。RIS 法は、Emax model における誘導パラ
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メータをリスク評価に用いる代表的な相関誘導リスク評価法（相関法）の一つである。本研究の結果より、
RF 法により mRNA を指標とする CYP3A4 誘導リスク評価のための標準的な誘導閾値を設定することが
でき、また、RIS 法に代表される誘導パラメータを必要とする相関法においても RF 法による換算パラメ
ータは 1 対 1 の良好な相関を示すことが示された。これらより、RF 法は簡便ながらも頑健性のあるリス
ク評価法であり、現在の CYP3A4 誘導リスク評価法の抱える問題点を回避できる有用な方法であることが
明らかとなった。本発表会においては、その結果を報告する。
【結果および考察】
１ mRNA を指標に用いた RF 法による CYP3A4 誘導リスク評価への標準的方法論の確立 5)
我々は CYP3A4 の代表的誘導剤 10 化合物を 3 ドナーの凍結肝細胞を用いて一般的に広く知られて標準
方法により in vitro 誘導評価実験を行った。mRNA を指標として CYP3A4 の誘導能評価を行った結果、
誘導剤用量依存的な誘導反応曲線が得られた（図 2）
。
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図 2 凍結肝細胞 3 ドナーにおける mRNA を指標とした CYP3A4 誘導反応曲線
◆, RIF; ▲, carbamazepine (CRB); +, phenytoin (PNT);, efavirentz (EFV); ●, pleconaril (PLC);
-, sulfinepyrazone (SLF); ■, dexamethasone (DXM); ◇, nifedipine (NFD);△, PB; □, omeprazole (OMP)

得られた各ドナーの IDL (1.22-1.81）および in vitro 誘導曲線より、IDL を超える誘導反応を示した最少
誘導剤濃度および in vitro DDI ratio を求め、図 1-B の式に従い各誘導剤の RF 値（RFRIF または RFPB）
を算出した。更に、文献調査を行い、各誘導剤の臨床における定常状態非結合形薬物濃度（Css,u）および
誘導剤存在下、非存在下の肝固有クリアランスの変化率（in vivo DDI ratio）を算出した。臨床における
CYP3A4 誘導リスク評価のための閾値を求めるために、各誘導剤の Css,u に RFi 値をかけることにより標
準誘導剤換算濃度（RFi×Css,u）に変換を行った。図 3 には、donor 1 の肝細胞を用いて得られた、RFi×
Css,u と in vivo DDI ratio との相関図を示した。RFi×Css,u と in vivo DDI ratio のプロットは右上がりの相
関が認められた。また、各化
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In vivo 誘導曲線を用いた CY3A4 誘導リスク予測のための閾値設定

◆, RIF; ▲, CRB; +, PNT;, EFV; ●, PLC; -, SLF; ■, DXM; ◇, NFD;△, PB; □, OMP

導薬誘導曲線を示している。
そこで、
本プロットを用いて、
臨床において誘導が陽性と規
定される in vivo DDI ratio

1.25 を指標として、すべてのポイントが 1.25 以上となる陽性の閾値およびすべてのポイントが 1.25 未満
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となる陰性の閾値をそれぞれ設定した。各ドナーにおいて CYP3A4 の臨床における誘導リスクが陽性とな
る閾値は、RFRIF×Css,u 1.99-7.58 nM, RFPB×Css,u 8.78-12.9 μM と定めた。
これらの結果より、mRNA を指標とした RF 法による CYP3A4 誘導リスク評価のための誘導閾値を設
定するための標準的な方法論を確立したと言える。更に、各ドナーにおけるプロットデータを同様に解析
した結果、いずれのドナーにおいてもポジティブコントロールである PB 30 mg/kg 投与に相当するポイン
トは陽性領域にプロットされ、一方、ネガティブコントロールである NFD 40 mg/kg 投与に相当するポイ
ントは陰性領域にプロットされていた。言い換えれば、in vitro 試験において PB および NFD を追加する
ことにより得られたポイントを指標に簡易的に陽性および陰性の閾値を設定することが出来ることが明ら
かとなった。これら簡易的閾値の設定は誘導リスクのスクリーニング評価において非常に有用であると考
えられる。また、RF 法は CYP3A4 のみならず CYP1A2 や CYP2C など他分子種のリスク評価についても
適応可能であると考えており、CYP2C9 についてはその有用性についても実証された 6)。CYP1A2 につい
ては現在検証を進めている。
2 誘導パラメータ Emax および EC50 を用いる CYP3A4 誘導リスク評価相関法への RF 法の適応性評価 5)
上記において、発表者は mRNA を指標として用いる CYP3A4 誘導リスク評価について RF 法が有用で
あることを示した。RF 法は in vitro の誘導曲線が平行移動する仮定を置くことから RF 値は標準誘導剤に
対する ED50 の比（RFi=ED50i/ED50cpd）となる。そのため、RF 値並びに標準誘導剤の Emax および EC50
を用いて評価化合物の Emax および EC50 へ換算することが可能と考えられる。下式に示すように、標準誘
導剤を RIF とした場合は化合物の Emax は RIF の Emax の値となり ED50 は上記算出式より ED50RIF/RFRIF
となる。化合物の RIF を基準とした RFRIF 値、RIF の Emax および EC50 を用いて各化合物の Emax および
EC50 へと換算し、MHLW ガイドラインで例示されている RIS 法の解析を行った。RIS 法は in vitro 試験
より得られる誘導パラメータを用いて算出するスコア RIS と臨床における AUC 変化率の相関から
CYP3A4 の誘導リスク評価するリスク評価法である。本来の Emax および EC50 を用いて算出する RIS を
RISEmax、各誘導剤の RFRIF および RIF の Emax および ED50 を使用して換算した Emax および EC50 を用い
た RIS を RISRF とし、以下の式を用いてそれぞれの RIS を算出した。RISEmax の算出に必要な各誘導剤の
Emax および EC50 は in vitro 誘導試験結果から算出した。
RIS
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+ [𝐼
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RISEmax および RISRF は図 4 に示した通りいずれのドナーにおいても高い相関を示し（r≧0.974）
、

図 4 RISEmax および RISRF の相関
◆, RIF; ▲, CRB; +, PNT;, EFV; ●, PLC; -, SLF; ■, DXM; ◇, NFD;△, PB; □, OMP
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RISRF-RISEmax の比が図中の破線で示された前後 3 倍以内の範囲にほとんどの化合物がプロットされた。
RF 法により算出された RISRF が RISEmax と 1 対 1 の良好な相関を示した本結果から、RF 法を用いて、
Emax および EC50 を必要とするリスク評価法の解析も可能であることが示された。RF 法では評価化合物の
Emax は標準誘導剤の Emax と同等であると仮定される。一方、RF 法は、強い CYP3A4 誘導作用を持つ RIF
や PB を標準誘導剤として使用するため、Emax は過大評価されることとなりリスクを強く見積もることと
なると予想される。医薬品開発においてリスクを過小評価する偽陰性を出すことは回避すべきであり、リ
スクを強めに見積もる疑陽性については医薬品開発におけるリスク評価においては大きな問題とはならな
いと考えられる。従って、本結果により RF 法によって得られる換算 Emax および EC50 を用いることによ
り RIS 法をはじめとした Emax および EC50 を使用する評価法が利用可能であり非常に汎用性の高い方法で
あることが明らかとなった。
これまで RIS 法をはじめとした CYP3A4 誘導リスク評価相関法の多くは Emax および EC50 を必要とす
る評価法が多く、相関を求めるための陽性対照の誘導剤を 8 化合物以上必要とする。さらに、評価化合物
および陽性対象誘導剤の Emax および EC50 を算出するために 5 濃度以上の in vitro 誘導試験を実施する必
要がある。それに対し、RF 法は陽性対象誘導薬として標準誘導剤 RIF または PB の低濃度および高濃度
領域、また、評価化合物の評価は低濃度領域のみの評価でリスク予測することができるため、本評価法は
様々な問題を回避し、簡便性かつ頑健性を有するリスク評価を行うことができると結論した。
【結論】
臨床における CYP3A4 誘導リスク評価への RF 法の頑健性及び有用性を実証し、以下の内容を明らかにし
た。
・凍結ヒト肝細胞を用いての mRNA を指標とした CYP3A4 の誘導リスク評価において、RF 値を用い
たリスク評価に重要なパラメータすなわち誘導閾値を正確に求めることができる方法論を確立した。
・RISEmax-RISRF 間に 1:1 の良好な相関が認められた。これより、RF 法により換算される Emax および
EC50 を用いて、RIS 誘導リスク評価法の解析を行う事ができることを実証した。
・本 RF 法は、CYP3A4 のみならず CYP1A2 や CYP2C など他分子種のリスク評価についても適応の可
能性がある有用な評価法の一つであることが明らかとなった。
【Reference】
1) MHLW 医薬品開発と適正な情報提供のための薬物相互作用ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180724I0150.pdf
2) Thelen K. et. al (2009) J Pharm Pharmacol, 61, 541-558.
3) Kaneko A. et. al (2010) Xenobiotica, 40, 791-799.
4) Ripp SL. et. al (2006) Drug Metab Dispos, 34, 1742-1748.
5) Kuramoto S, Kato M, Shindoh H, Kaneko A, Ishigai M, and Miyauchi, S. (2017) Drug Metab.

Dispos. (http://dmd.aspetjournals.org/content/dmd/45/11/1139.full.pdf) Simple Evaluation
Method for CYP3A4 Induction from Human Hepatocytes: The Relative Factor Approach with an
Induction Detection Limit Concentration Based on the Emax Model (対象論文)
6) Chihiro Endo-Tsukude et. al (2019) Drug Metab Pharmacokinet, 34, 325-333 (参考論文)
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審査論文：「簡便かつ医薬品開発に有用な臨床における CYP3A4 誘導リスク評価法Induction detection limit Concentration による Relative Factor 法-」
石倉詩乃
【審査報告書】
医薬品開発の前臨床段階で薬物間相互作用（DDI）を正確に予測することは非常に重要で
ある。最近、公開になった日本厚生労働省（MHLW）からの DDI 評価のガイドラインに明
示されているように、正確に予想される場合、無駄な DDI 臨床試験を回避する事も可能で
あり、正確な予測が前臨床の段階で行われるようになった。特に、体内動態において主要な
役割を果たす代謝酵素 CYP3A4 の DDI リスク予測は、医薬品開発において不可欠な検討事
項となっている。DDI リスク評価ガイドラインには、CYP3A4 の誘導評価法として、凍結
ヒト肝細胞を用いた in vitro 評価系より得られる in vitro 濃度-誘導曲線から、Emax モデル
に従って算出される誘導パラメータ（Emax および EC50）を用いてリスク評価をする標準法
が示されている。しかしながら、この標準法に従ってリスク評価を行うためには in vitro の
評価系において Emax および EC50 を算出するために化合物の高曝露が必要となる。溶解性
の問題や細胞毒性の影響など理由に、候補化合物の高濃度におけるリスク評価が適切に行
うことができない。その結果、この候補化合物に関しては、in vitro 実験に基づいたリスク
評価が不十分となり臨床 DDI 試験を実施する必要があり、医薬品開発におけるドラッグラ
グの一因となっている。そこで、本審査論文において、石倉詩乃氏は、10 種の代表的誘導
剤を用いて、MHLW ガイドラインで要求されている CYP3A4 の mRNA を誘導の指標とし
た Relative Factor (RF)法を用いた CYP3A4 誘導リスク評価の標準方法の確立を行った。
更に、
妥当性および頑健性の検討をおこなった。
この RF 法は候補化合物の Emax および EC50
を用いる必要がない、簡便かつ有用性が高い、CYP3A4 誘導リスク評価法である。現在の
CYP3A4 誘導リスク評価法の抱える問題点を回避できる有用な方法であることが明らかと
なった。以下に内容と２項目に関して示す。
第１の研究成果：mRNA を指標に用いた RF 法による CYP3A4 誘導リスク評価への標準
的方法論の確立
Emax model に基づいた誘導用量反応曲線を対数軸で示した際に、各化合物の誘導曲線の
形が同じで、その用量曲線が低用量側、あるいは高用量側にシフトした曲線として表される
という特徴を利用して考案されたのが RF 法である。RF 法では、有意な誘導反応とされる
検出限界誘導能（IDL）を示す誘導剤濃度を検出限界誘導濃度 (IDLC)と定義し、標準誘導
薬 rifamipicin (RIF)や phenobarbital (PB)の IDLCi と開発化合物の IDLCcpd の比である
RF 値を用いて誘導リスク予測を行う。誘導剤の低濃度領域で求めることが可能である RF
値（RFi=IDLCi/IDLCcpd）を用いたリスク評価は、細胞毒性や溶解性の懸念を抱える候補化
合物でも簡便に行える方法である。石倉氏は、文献調査を行い、各誘導剤の臨床における定
常状態非結合形薬物濃度（Css,u）および誘導剤存在下、非存在下の肝固有クリアランスの変

化率（in vivo DDI ratio）を算出した。臨床における CYP3A4 誘導リスク評価のための閾
値を求めるために、各誘導剤の Css,u に RFi 値をかけることにより標準誘導剤換算濃度（RFi
×Css,u）に変換を行った。各誘導化合物の換算濃度に対して治験における誘導度のプロット
を行ったところ、一つの標準曲線として表現できることを明らかにした。言い換えれば、RF
法に基づいて、誘導化合物の in vivo における閾値を算定することができることを明らかに
した。これら簡易的閾値の設定は誘導リスクのスクリーニング評価において非常に有用で
あると考えられる。更に、RF 法は CYP3A4 のみならず CYP1A2 や CYP2C など他分子種
のリスク評価についても適応可能であり、CYP2C9 については、他の共著論文にて、その
有用性についても実証されており、本方法は誘導リスク評価に最適であることも明らかに
されている。
第２の研究成果：誘導パラメータ Emax および EC50 を用いる CYP3A4 誘導リスク評価相関法
(RIS 法)への RF 法の適応性評価
更に、石倉氏は、RF 法から求めた各化合物のパラメータを標準誘導剤の RF 値および
標準誘導薬の Emax および EC50 を用いて各誘導剤の Emax および EC50 を算出し、Relative
Induction Score (RIS)法による誘導リスク評価を行った。RF 法から得られたパラメータ
の頑健性の検証も行った。RIS 法は、Emax model における誘導パラメータをリスク評価に
用いる、代表的な相関誘導リスク評価法（相関法）の一つである。一方、Emax モデルを
用いない RF 法により算出した化合物の誘導パラメータは RIS 法により求められた誘導パ
ラメータと 1 対 1 の良好な相関を示し、RF 法は簡便ながらも頑健性のあるリスク評価法
であることを実証した。石倉氏は、現在の CYP3A4 誘導リスク評価法の抱える問題点を回
避できる有用な方法であることを明らかにした。
ところが、ガイドラインでは、RIS 法をはじめとした、Emax および EC50 を必要とする
CYP3A4 誘導リスク評価相関法が推奨されている。また、これらの相関法は、陽性対照の
誘導剤を 8 化合物以上用いて、相関を求めることが規定されている。評価化合物および陽
性対象誘導剤の Emax および EC50 を算出するために 5 濃度以上の in vitro 誘導試験も必須
である。一方、本研究において確立した RF 法は、陽性対象誘導薬として標準誘導剤 RIF ま
たは PB の低濃度および高濃度領域、また、評価化合物の評価は低濃度領域のみの評価でリ
スク予測することができる。石倉氏は、本評価法が様々な問題を回避し、簡便性かつ頑健性
を有する誘導リスク評価を行うことができることを明らかにしたことは、今後の医薬品開
発において多大な貢献をもたらすものと評価した。
以上、石倉氏は、ガイドライン記載の DDI リスク評価法における欠点を解消することが
出来る RF 法の確立を行った。本研究成果は、早期医薬品開発において誘導リスク評価が
不可能な医薬品候補化合物を簡便性かつ頑健性を有する誘導リスク評価を可能にするもの
であり、DDI 臨床試験の回避、ドッグラグの解消に役立つ知見となっている。世界有数の

メガファーマも石倉氏の論文を参考にして、同様の誘導リスク評価法を考案しており、本
審査論文の価値が非常に高いことを窺い知ることができる。
従って、石倉氏の一連の研究結果は，すでに国際学術論文としてまとめられ、また、関連
する参考論文についても掲載済みである。石倉氏の審査論文は博士（薬学）の学位を授与す
るに充分価するものと判断した。
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