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基本情報
シメチジン ラニチジン ファモチジン ロキサチジン ニザチジン ラフチジン

半減期 (hr) 2.2 2.5 3.1 2.7 1.2 2.1

BA (%) 70 60 37 80.7 98 データなし
蛋白結合率 (%) 18～26.3 26.7～29 19.3 9 24～45 88
尿中未変化態

排泄率 (%)
70 85 57.8～96.4 70 ＞90 10.9

代謝経路 肝代謝

normal dose
400～800
    mg/day

150～300
mg/day (p.o.)

150～200
mg/day (i.v.)

20～40
 mg/day

150 mg/day
150～300
    mg/day

10～20
   mg/day

　IHD dose(内服) 75 mg/day
20 mg/HD後

or  10 mg/day
150 mg/HD後 低用量より開始

　IHD dose (注射) 50 mg/day
10 mg/HD後
or  5 mg/day

CRRT dose
150 mg/q8h(i.v.)

or  25%減量

50 mg/q12h(i.v)
150 mg/q12-

24h(p.o)
10～20 mg/day

腎排泄

200 mg/day 75 mg/HD後
注射製剤なし

データなし

各社添付文書、 白鷺病院 透析患者に対する投薬ガイドライン



腎機能によって
薬物動態はどのくらい変化するのか？



【目的】

腎機能とH2Bの薬物動態、副作用出現リスクを検討

【対象】以下の規定を満たす文献をピックアップ

(i) Enrolled at least five participants with low GFR who received 
at least one unadjusted dose of H2RA 

(ii) Included either a control group of five or more persons with 
either normal GFR (>80 ml/min/1.73m2) who received a 
similar medication dose, or lower GFR who received a 
reduced dose of H2RA

(iii) Reported either H2RA drug pharmacokinetics or a clinical 
measure of drug efficacy or side effects



Fig.1 GFRとAUCの増加率 Fig.2 GFRと半減期の延長

• GFR：30では、AUCが200%増加
• GFR：20では、AUCが300%増加

• 半減期は、GFR減少につれ
約2倍まで延長

結果(薬物動態の変化)

腎機能の低下に伴い、曝露量・半減期ともに増える



結果(副作用との関連)

• 投与量未調節では、副作用のRRが2～4倍に上昇
• 精神状態の悪化は、薬剤を中止すれば改善
⇒再投与症例では、精神状態の悪化も再発

投与経路 副作用

(i.v.での報告多)



参考
(腎機能低下患者の famotidineの PK)

健常人

慢性腎不全患者

若年健常人

CLcr≧59mL/min

CLcr≦38mL/min



参考
(透析患者の famotidineの PK)

胃酸分泌75%抑制：50ng/mL
胃酸分泌50%抑制：13ng/mL

対象
・安定維持透析患者10名(M:5,F:5)
・胃潰瘍：2名、十二指腸潰瘍：1名
・10mg/HD後 i.v. 
・観察期間は7週間

結果
・S.E.はAST/ALTの一過性上昇のみ
・薬剤の蓄積も認められず
・消化管潰瘍の増悪も無し



まとめ/腎機能

• 腎機能低下時、消失半減期は延長、AUCは上昇する
• 減量をしないと、副作用発現のリスクが上昇する
• 現時点で、投与量の調節とアウトカムの関連をみたRCT
は存在しない

• Ranitidine では、減量投与しても標準投与量と同等の治
療効果が得られることが報告されている

Eur J Clin Pharmacol 1997; 52: 229–234

• 投与量調節による１年死亡率は、調節群で有意差あり
調節群(12%) vs. 非調節群 (22%) (P≦0.02)

J Am Geriatr Soc 2003; 51: 650–656



骨髄抑制は起きるのか？

重篤副作用管理マニュアル(厚労省発行)では、
無顆粒球症、血小板減少症、汎血球減少症において

H2B (主に famotidine)の記載がある



無顆粒球症

発症頻度
1.6～2.5人 / 100万人/ 年
リスク因子
高齢、腎機能障害、女性、
自己免疫疾患合併
症状
全身脱力感→悪寒・戦慄、高熱
咽頭の発赤、腫大、壊死、潰瘍

重篤副作用疾患別対応マニュアル 無顆粒球症候群治療 2007年12月 Vol.89 No.12

診断

被疑薬は最近投与されたもの

被疑薬中止にて回復が見られる

顆粒球数≦ 0～500 / μLかつ
RBC およびPLT の減少がない
治療

被疑薬の中止

G-CSF、抗菌薬の使用



【目的】

抗がん剤以外の薬剤における無顆粒球症の発

症を systematic review で検討
【方法】

英文献、独語文献で報告されたものを抽出
⇒MEDLINE (1966 to 2006) or EMBASE (1989 to 2006)

有害事象との因果関係は、WHO基準を用いた
Level 1 ：certain と判定されたもの
Level 2 ： probableと判定されたもの

Ann Intern Med. 2007;146(9):657-65.



治療 2007年12月Vol.89 No.12にて元文献改変

好中球＜100/μLを示した症例は
局所感染、sepsis、致死的な合併症(詳細記載なし)

を持ち合わせていた例が多い



Ann Intern Med. 2007;146(9):657-65.

Cimetidine：level 1 evidence
Famotidine，ranitidine：level 2 evidence

level 1 evidence
抗好中球抗体の陽性
顆粒球前駆細胞の阻害が確認されている



血小板減少症

発症頻度

国内では不明

海外1～1.8人/10万人/年
リスク因子

明らかな因子はない

症状

出血傾向(自覚、他覚的なもの)

重篤副作用疾患別対応マニュアル 血小板減少症治療 2007年12月 Vol.89 No.12

診断

国内での基準はない

米国での基準は別途記載

治療

被疑薬の中止

血小板輸血，ステロイド、γグロブ
リン大量療法，血漿交換

発症機序

薬剤、その代謝産物が血小
板膜タンパクに結合し、抗
体が産生される



米国での判断基準

治療 2007年12月Vol.89 No.12 にて元文献改変



【目的】

血小板減少を起こす個々の薬剤を

systematic reviewで検討
【方法】

英文献で報告されたものを抽出

ヘパリンによる報告、PLT＞10万での減少は除外
level 分類の基準は、前ページに記載のもの



治療 2007年12月Vol.89 No.12 にて元文献改変

結果

Level 1,2症例(247人)
¾23人(9%)は重篤な出血
うち2人(0.8%)は出血死
¾68人(28％)は中等度出血
¾96人(39％)は軽度出血
¾60人(24％)は無症状

515症例152薬品が該当

87症例

160症例



結果

• Level 1 群について
発症：1日～3年(中央値：14日)
回復：1～30日(中央値：7日)

• 再投与時
発症：1～60日(中央値：3日)
回復：1～60日(中央値：5日)
初発時と同様の経緯をたどる

• 軽度の紫斑から発症することが多かった



【目的】

ICUにおける血小板減少症とH2Bの関連性、また血小
板減少症のリスク因子を検討

【対象】

血小板減少症を発症し、H2Bが投与されていた症例を
抽出

【評価項目】

H2Bが血小板減少症のリスク因子となるか



症例(29症例が該当)
併発リスク因子



症例
• Cimetidine，ranitidine，famotidineで報告あり
• 平均投与期間：14日
• 投与中止から7日で回復
• mean nadir ：39,000/mm3

• 再投与例は4例中3例は再び血小板減少発症
• H2B服用患者の90%以上が、血小板減少とな
るリスク因子を保有していた



リスク因子の検討

• ICUでの血小板減少の risk factor を検証した過去の
報告からも、H2Bは否定的とされている

• 血小板減少を起こした25人の surgical  ICU 患者に
おいて、H2Bの使用有無における発症頻度は同じで
あった Pharmacotherapy (1999) 19:108–113

• 162人のmedical  ICU 患者において、血小板減少を
起こした患者の53%がH2Bを使用、起こしていない
患者の44%が使用という結果だった

Chest (1993) 104:1243–1247

• 全てのstudyが、ICUでの血小板減少症とH2Bとの関
連は低いとしている



まとめ/骨髄抑制

• 骨髄抑制は、免疫学的機序・直接障害によって
起こる

• Cimetidineによる報告が多数をしめるが、他の
H2Bも注意が必要

• 治療は、まず被疑薬の中止
• 被疑薬中止後の回復は比較的速やか
• ICUにおいては、H2B単独がリスク因子にはなら
ないが考慮する(併存する疾患による影響大)



精神神経障害は起きるのか？
認知機能の低下、せん妄のリスク因子？

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015(日本老年医学会)
認知症疾患治療ガイドライン2010(日本神経学会)

では
H2Bは認知機能低下、せん妄に関する指摘がある



The association between cognition and histamine-2
receptor antagonists in African Americans.

J Am Geriatr Soc.2007;55(8):1248-53.
【目的】

H2B服用による認知機能低下とリスク因子の検討
【研究デザイン】

前向き研究(5年間追跡調査)
CSI-D※、神経心理学的テスト等を用い、認知機能を総合的に評価
【対象】

インディアナポリス在住の認知障害のない65歳以上の
アフリカ系アメリカ人1558人
【結果】

poor-performance groups の割合、CSI-Dスコア
¾ never-users (n=1355) 17.0%
¾ intermittent users (n=165) 19.4% OR = 1.17 (0.76–1.81) P=0.47
¾ continuous users (n=38) 34.2% OR = 2.42 (1.17–5.04) P=0.02

※ Community Screening Instrument for Dementia



結果(服用期間別)

H2B服用者は認知機能が低下し、
女性、糖尿病、うつがある者で有意差
あり。



結果(認知機能別)

• 年齢、学歴、ベースラインのCSI-D値で、有意差あり
• PPI服用者では、認知機能低下はみられなかった
• 最終的なCSD-I値の記載がなかった



Comparison and Analysis of Delirium Induced by Histamine 
H2 Receptor Antagonists and Proton Pump Inhibitors in 
Cancer Patients.
【目的】

食道がん術後の日本人患者で、H2B or PPI服用中に発症の
せん妄の程度を比較 (診断：DSM-4、評価：DRS※を使用)
【研究デザイン】

後ろ向き研究(患者背景は未記載)
【結果】

Case Rep Oncol 2012;5:409–412 

•H2B服用群で発症頻度に有意差あり
•Famotidine：12例、ranitidine：1例(dose不明)
•平均年齢：67.6 ± 4.8歳

※ Delirium Rating Scale
≧12点でせん妄疑い



H2B内服中 中止後3日目
Fig.1せん妄患者(H2B群)の

DRS値の推移

P＜0.01

H2B内服中 中止後3日目

Fig.2 せん妄患者(H2B群)の
DRS 平均値の比較

11.8 ± 5.116.6 ± 3.1

DRS値が50%以上低下した3症例
• ベンゾジアゼピン、抗コリン薬を内服(比較前後で用量不変)
• 中等度の腎機能障害
• 高齢者(2症例が該当(67、68歳))

結果
値の改善は中止後速やか



【目的】
• H2Bは脳内への移行性は少ないとされている
• 受容体占有理論を用い、以下の3剤で精神異常
が起こる可能性を推測

• 危険因子としての肝・腎疾患の影響を検討
• PK/PDパラメーターは、文献より取得

Famotidine 40mg/day (i.v., p.o.)
Ranitidine   200mg/day(i.v.)  300mg/day (p.o.)
Cimetidine 800mg/day (i.v., p.o.)
上記用量時のデータで検討

H2受容体遮断薬による中枢性副作用の薬物動態論的評価:
危険因子としての肝、腎疾患

薬物動態 8(3), 295-305, 1993



Kp：脳脊髄液中濃度/血漿中濃度比
C*p：副作用発現時のトラフ濃度
D：副作用発現1日投与量、S：安全係数(D/常用量)

・常用量に近い値で中枢
性副作用が起こりやすい
・用量調節が必要

腎機能による要因
・血中濃度の上昇
(半減期延長によるトラフ
値↑)
肝機能による要因
・中枢への移行性増大
(半減期延長によるトラフ
値↑はない)

肝・腎疾患時は
Sが低下



まとめ/精神神経障害

• H2Bは、高齢者において“せん妄・認知機能低
下”のリスク因子

• 肝・腎機能低下時は、中枢性副作用が起こり
やすくなる

• 脳内H2受容体に作用することで、精神神経障
害が起こると考えられている

• 発症は投与数日後に、回復は中止後速やか



まとめ/総論

『高齢者』 『肝・腎機能低下 (特に腎)』
• 腎機能低下時、減量投与は必須
• 減量投与でも治療効果は保たれている
• 投薬を中止することで副作用は消失する
• 副作用を起こす可能性のある薬剤を処方して
いる認識をもつこと

Key word


