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前回の復習＆補足	



薬物性肝障害の発症機序	

薬剤の投与と環境因子や遺伝的素因が重なって発症する	
Clin	  Mol	  Hepatol	  2012	  249-‐257	



肝障害の予後予測:Hy’s  (law)  criteria  	

• Dr.	  Zimmermanが1978年に報告、黄疸を伴う肝細胞型
薬物性肝障害を起こすと死亡率が10-‐50%となると報告	  
• 具体的には以下に示す4つの条件を全て満たす場合	  

u AST	  or	  ALT	  ≧	  3x	  ULN	  	  
u T-‐Biｌ	  >	  2x	  ULN.	  
u ALPが正常値に近い	  
u 他の肝障害が否定されている	  (A型,	  B型,	  C型肝炎ウイルス

やその他ウイルス性肝炎,	  アルコール性肝炎など)	



肝障害の定義:  CIMOS  criteria	



肝障害の分類：R  Value	

• R	  =	  (ALT/ALT	  ULN)	  /	  (ALP/ALP	  ULN)で計算	  
•  R	  ≧ 5	  ：肝細胞障害型	  
•  2	  <	  R	  <	  5：混合型	  
•  2	  ≧ R：胆汁うっ滞型	  

• ALTをASTもしくはALTのどちらか高い値を用いて計算を
行ったほうがDILIの感度・特異度ともに上昇するという
報告もある（nR	  Value）	   Gastroenterology 2014;147:109–118	



薬物性肝障害の診断方法	



診断
（                                                       
）	

Roussel	  Uclaf	  Causality	  Assesment	  	  Method:RUCAM	

Group I：	
HAV，HBV，HCV，	
胆道疾患（US），	
アルコール，ショック肝 	
Group II：	

サイトメガロウイルス感染，	
EBウイルス感染, ヘルペス感染	

添付文書に記載あり→+2点	  
添付文書に記載ないが、報告あり	  
→+1点	

<=0	  excluded,	  
1-‐2	  	  unlikely,	  
3-‐5	  	  possible,	  
6-‐8	  	  probable	  
>8	  	  	  highly	  probable	  

Am	  J	  Gastroenterol	  2014;	  109:950–966	



診断（DDW-‐J2004）	
カテゴリー1：	
HAV，HBV，HCV，	
胆道疾患（US），	
アルコール，ショック肝 	
カテゴリー2：	

サイトメガロウイルス感染，	
EBウイルス感染,	

判定基準：	
2点以下：可能性が低い	
3，4点：可能性あり	
5点以上：可能性が高い	

日本の添付文書ではほとんどの	  
薬剤に肝障害の記載があるため、	  
点数が高くなりすぎることを懸念し、	  
+1のみとしている	  
	  
また、DLST・好酸球増多による	  
スコアリングが記載	

日本内科学会雑誌 第98巻 第 9	  号	



原因薬剤の詳細を調べるには？	



ICUにおける薬物性肝障害	



ICUにおける肝障害	

• 肝臓は薬物代謝の主要な臓器であるが、薬物性肝障
害を起こす率は0.01%-‐0.001%と頻度は低いが、ICUで
は様々な薬剤が投与されるため、その率は上昇すると
考えられる。	  
•  ICUではルーチンの採血により、肝臓の酵素の上昇が

顕在化しやすいが、アルブミンの低下や乳酸やINRの
上昇がない場合は重症化しにくいとされている	  

Anesthesiology	  2012	  898-‐904	



肝障害を起こす可能性は様々であるため、	  
薬物性を疑う場合はまず除外診断を！	  

ICUにおける肝障害の要因	

Anesthesiology	  2012	  898-‐904	



ICUにおける薬物性肝障害の原因薬剤	

抗菌薬、抗てんかん薬、アミオダロンなど	  
ICUで使用頻度の高いものが多い	



薬物性肝障害を検討した臨床研究	



Real  Time  IdenEficaEon  of  Drug-‐Induced  Liver  Injury(DILI)  
through  Daily  Screening  of  ALT  Results:    
A  ProspecEve  Pilot  Cohort  Study	

• 目的：DILIのスクリーニングの方針を立てること	  
• 方法：	u 前向き、観察研究	  

	  
u  Centralized　Strategy（1週間）：	  

ALT>3xULNの場合、6人のベテラン肝臓専門医へ	  
インターネットで報告、48時間以内にそのうちの1人が病棟へ行き、	  
カルテなどを参照	  

u  Standard　Strategｙ（24週間）：	  
ルーチンでフォローし、DILIを疑った場合は肝臓専門医へ相談	  
	  
の2群で比較	  

u 肝障害の定義：CIMOS	  criteriaを使用	  

PLoS	  One.	  2012;7(8):e42418.	



結果：  Centralized　Strategy 概要	

DILIを来たした症例はICU,神経内科病棟	  
で各2例、	  
肝臓内科,感染症科,精神科病棟	  
で各1例であった	



結果：Centralized  Strategy  と  Standard  Strategyの比較	

Standard	  Strategy	  でALT,	  T-‐Bilの値が大きくなり、Hy’s	  ceiteria	  も多くなり、	  
死亡や肝移植を必要とする率が上昇する	



結果：Centralized  Strategy  と  Standard  Strategyの比較	

Centralized	  Strategyでは死亡数 0/7,	  Standard	  Strategyでは死亡数 3/12となっているが、	  
原疾患に偏りがみられ、評価は難しい	



まとめ	

• 積極的に薬剤性肝障害を疑って診断をすすめることで
薬剤性肝障害の重症化を防ぐことができる	  

• 薬剤の中止が遅くなると肝障害の程度は重症化する傾
向にある	  

• 症例数が少ないこと、原疾患によるバイアスがかかる
ため死亡率などの評価はむずかしい	  



DDW-‐J2004  薬物性肝障害ワークショップのスコア
リングに関するvalidity  study	

•  2005	  年4	  月から9	  カ月間，北里救命救急センターに入
院し投薬を受けた全717	  症例を追跡	  
• 入院時に肝機能が正常，慢性肝疾患の既往，外傷性

肝損傷，ショック肝，急性胆嚢炎等，明らかな肝障害の
原因がない患者が対象	  
u Case	  group：入院中に肝機能障害が生じた63例	  
u Control	  group：同観察期間中に，投薬を受けた後,	  
	  肝機能障害を来たしたが，既にDILI	  以外の原因を	  
有していた42症例	  

• 肝障害の定義：筆者（肝疾患専門医）の判断	

肝臓 2007	  219-‐226	



結果：患者背景	

Case	  group	  では、	  
入院前の時点で	  
多くの薬剤を服用	  

している傾向がある	

好酸球増加の頻度は、	  
今回の試験では	  

ほとんど両群で差が	  
無い	



結果：DDW-‐J2004  を用いた診断	

Case	  groupでは“可能性がある”もしくは“可能性が高い”の率が高く、control	  group	  では低い	



結果：DILIと非DILIとのスコアの違い	

発症まで	  
の期間	

薬物以外	  
の原因	

再投与後	  
の反応	

投与	  
中止後	  

のデータ	



まとめ	

• 肝障害が生じた場合、DDW-‐J2004を使用することは有
用である	  
• 胆汁うっ滞型では薬剤中止後も肝酵素が下がりにくい

と考えられる	  
• DDW-‐J2004を用いても明確な診断結果が得られない

ケースもある	  
⇒その場合は、肝臓専門医が最終的な診断に加わる
ことでより正確な診断と適切な治療方針を決定するべ
きである、とこの記事には記載あり	



慈恵ICUで薬物性肝障害が  
疑われた場合どうするか？	



薬剤を中止する基準	

• 個々の論文では診断基準が一定でない	  
•  FDA	  Guidance	  では以下の場合に被疑薬の中止を検討

すると記載があるので、これを使用してはどうか？	  

u AST	  or	  ALT	  >	  8xULN	  
u AST	  or	  ALT	  >	  5xULN が2週間以上続く	  
u AST	  or	  ALT	  >	  3xULN	  かつ　(T-‐Bil	  >	  2xULN	  もしくは INR	  >	  1.5)	  
u AST	  or	  ALT	  >	  3xULN	  かつ　倦怠感、悪心・嘔吐、右上腹部痛	  

もしくは張り、発熱、湿疹、好酸球過多(>5%)を呈する場合	  

Guidance	  for	  Industry	  	  
Drug-‐Induced	  	  Liver	  Injury:	  	  
Premarkecng	  Clinical	  Evaluacon	  2009	



薬物性肝障害を疑った場合のフローチャート（案）	
肝障害発生（FDAの基準を満たした場合）	

OTC・健康食品・薬剤の投与歴を検索	

2	  <	  R	  Value	  <	  5	  
(Mixed)	

DDW-‐J2004を用いて薬物性肝障害の可能性を評価	

3点以上であれば薬剤の中止を検討	  
必要に応じてLiver	  Toxの薬剤レビュー参照し、疑わしい薬剤を特定する	  

肝機能の悪化が続く場合は消化器・肝臓内科コンサルトを考慮	  

R	  Value	  の計算	  
R	  value	  =	  Serum	  (ALT/ALT	  ULN)	  /	  (ALP/ALP	  ULN)	  

nR	  =	  Serum	  ALTをAST	  or	  ALT	  どちらか高いほうを選択・代入	  

R	  Value	  ≧5	  
(Hepatocellular)	

R	  Value	  ≦	  2	  
(Cholestacc)	

1st:ウイルス性肝障害の除外、超音波検査による精査	  
2nd:一般的でないHEV,	  CMV,	  EBV感染の除外、肝生検	

1st:超音波検査による精査	  
2nd:胆管造影、肝生検	

Am J Gastroenterol 2014; 109:950–966 Figure 1 を参考に改変	


