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アミオダロンの特性 

• アミオダロン塩酸塩はVaughan Williams 分類の第Ⅲ群に
属する不整脈治療剤 

• 急性作用と慢性作用があり、急性作用はNa＋、Ca2＋、K＋

チャネル、慢性作用はK＋チャネル、および交感神経α受容
体、β受容体が主な標的分子であり、幅広く作用する 

• アミオダロン薬理作用のスプレッドシート表示(Sicilian Gambit) 



薬物動態 

 

Intravenous amiodarone in intensive care. Time for a reappraisal? 
Intensive Care Med. 2000 Dec;26(12):1730-9. 
 



 

Intensivist 2009;1:839-846 



血行動態 

 

Intravenous amiodarone in intensive care. Time for a reappraisal? 
Intensive Care Med. 2000 Dec;26(12):1730-9. 
 



効果 

 

Intravenous amiodarone in intensive care. Time for a reappraisal? 
Intensive Care Med. 2000 Dec;26(12):1730-9. 
 



経口と静注用の比較 
The role of intravenous amiodarone in the management of cardiac arrhythmias. 

Ann Intern Med. 1997;127:294-303. 

 
経口用の生物学的利用率は30% 
経口投与の効果が出始めるのに2～3日から 
長くて2～3週間かかる 
静注用の生物学的利用率はほぼ100%のため、 
作用発現が早い 

静注用はQTc間隔の延長はあっても軽度 
 
静注用は洞調律時の心拍数には 
あまり影響しない 

ＩＣＵで使用しやすいのは 
静注用！ 
 



 電気的除細動抵抗性の無脈性心室頻拍、心室細動 
Amiodarone for resuscitation after out-of-hospital cardiac arrest due to ventricular 
fibrillation(ARREST) 

N Engl J Med. 1999 Sep 16;341(12):871-8. 

• 対象患者  
院外での非外傷性の心停止が認められ、3回以上の体外除細動に無
効の心室細動または無脈性心室性頻拍の成人患者 

• 試験デザイン  
無作為化二重盲検試験  

アミオダロン群(246例)、プラセボ群(258例) 

• 評価項目  
１次エンドポイント：自発循環リズムを回復し、生存して搬送された患者   

２次エンドポイント：有害事象、試験薬投与後に要した体外除細動回数、
蘇生に要した時間、抗不整脈追加投与の必要性、低血圧、徐脈、生存
して退院、退院時の神経機能 

 

 



ARREST 試験アルゴリズム 
心停止 

VF or Pulseless VT 

試験薬 

通常の ACLS 治療 

Placebo 

IV amiodarone300mg 

気管内挿管 

静脈内アクセス確保 

エピネフリン 

Persistent or  
Recurrent VF/VT 

リズム安定 
Asystole 

or PEA 

試験から除外 

電気ショック x 3 

   



ARREST 
 

 

生存して搬送された患者割
合は、プラセボ投与(89例、
34％)に比べアミオダロン投
与(108例、44%)の方が有意
に高かった(p=0.03) 

アミオダロンは投与されるまでの 
時間にかかわらず、プラセボより 
も有効性が高かった 



 電気的除細動抵抗性の無脈性心室頻拍、心室細動 
Amiodarone as compared with lidocaine for shock-resistant ventricular fibrillation(ALIVE) 

N Engl J Med. 2002 Mar 21;346(12):884-90. 

• 対象患者  
院外で心室細動を認め、除細動器による３回の電気的除細動、その後
のエピネフリンの静脈内投与および４回目の電気的除細動に無効な
患者、あるいは最初の除細動は成功したが心室細動を再発した患者 

• 試験デザイン 
無作為化二重盲検試験  

アミオダロン群(180例)とリドカイン群(167例) 

• 評価項目  
１次エンドポイント：生存状態でICUへ入室した患者  

２次エンドポイント：生存して退院した患者、被試験薬投与後アトロピン
またはドパミンを必要とした患者 

 



ALIVE: 試験プロトコール 

VF 

3 回 電気的除細動 

エピネフリン IV 

Persistent/recurrent VF 

1.5 mg/kg リドカイン/プラセボ IV 或いは  
5 mg/kg アミオダロン/プラセボ IV 

ALIVE Study 

ACLS treatment as guided by protocols 

電気的除細動 

電気的除細動 

Persistent VF 

1.5 mg/kg リドカイン/プラセボ IV 或いは  
2.5 mg/kg アミオダロン/プラセボ IV 

  = VF persists or recurs 

電気的除細動 



ALIVE 

アミオダロン投与群はリドカイン投与群 
に比べて病院搬入時の生存率は明らか 
に高い 

救急救命士の到着から薬剤投与までの時間が遅れ
るほど病院搬入時の生存率は低下するが、薬剤投
与までの時間にかかわらずアミオダロン群の生存率
はリドカイン群の生存率よりも有意に高い 
(薬剤効果p=0.005、時間効果P<0.001) 

アミオダロン群が22.8%(41/180例)、 
リドカイン群12.0%(20/167例) 
P=0.009、オッズ比2.17、95%信頼限界 
1.21-3.83 



電気的除細動抵抗性の無脈性心室頻拍、心室細動 

ACLS2010 
 



ACLS 2010 

Lidocaine is an alternative antiarrhythmic of long-standing and widespread 
familiarity with fewer immediate side effects than may be encountered 
with other antiarrhythmics. 
Lidocaine, however, has no proven short- or long-term efficacy in cardiac 
arrest. Lidocaine may be considered if amiodarone is not available  



心室頻拍の停止 
Intravenous lidocaine versus intravenous amiodarone (in a new aqueous formulation) for 
incessant ventricular tachycardia. 

Am J Cardiol 2002;90:853–859 

• 対象患者  

電気的除細動抵抗性の心室頻拍患者を対象 

• 試験デザイン 

無作為化二重盲検試験 

アミオダロン群(18例)とリドカイン群(11例) 
最初のボーラスはアミオダロン150mgまたはリドカイン100mg 

（2分以上かけて） 

心室頻拍が続くようなら2回目のボーラス（最初のボーラスと同じように） 

それでも心室頻拍が続くようならDC 

• 評価項目  

心室頻拍の停止、1時間後、24時間後の生存率 

 

 



アミオダオンはリドカインより心室頻拍患者の 
心室頻拍の停止に有効であり、1時間後、 
24時間後の生存率を改善させる 



心室頻拍、心室細動の再発予防 
Dose-ranging study of intravenous amiodarone in patients with life-threatening 
ventricular tachyarrhythmias.  

Circulation. 1995;92:3264-3272 

• 対象患者  

リドカイン、プロカインアミド、ブレチリウム投与にもかかわら
ず再発する心室頻拍、心室細動の患者 

• 試験デザイン 

無作為化二重盲検試験 

• 評価項目 

不整脈の発生率と 

最初に不整脈が生じる 

までの時間 

 

 

(117例) 

(119例) 

(106例) 
 



 

アミオダロンの投与量が多いほど 
心室頻拍、心室細動の再発が減少し、 
再発までの時間が延長した 



ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for Management of Patients With Ventricular 
Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death 

 



心房細動（rate control) 

Intravenous amiodarone for acute  

heart rate control in the critically 

ill patient with atrial tachyarrhythmias. 

Am J Cardiol 1998;81:594–598 

• 対象患者  

心房細動や心房粗動を生じた 

重症患者にRate control目的に 

アミオダロン静注薬を使用した症例 

• 試験デザイン 

後ろ向き試験 

• 評価項目 

心拍数と血圧 
アミオダロンは1時間で242±137ｍｇ、 

24時間で1137mg±280mg投与されていた 

 

 

アミオダロンは心房細動の心拍数コントロールに 
有効である 



心房細動（rate control) 

• 日本 

日本ではアミオダロンは適用ではない 



心房細動（rate control) 

 

Intensivist 2009;1:738-743 



心房細動（rhythm control) 
Amiodarone versus placebo and class Ic drugs for cardioversion of recent-onset atrial fibrillation: 
a meta-analysisI 

Am Coll Cardiol 2003 Jan 15;41(2):255) 

• 対象研究 

最近発症した心房細動患者に対してアミオダロン群と 

プラセボ群またはⅠc群の効果を比較した10のRCT 

• 試験デザイン 

メタ解析 

• 評価項目 

24時間後に洞調律に復帰した割合 

 

 

 



アミオダロン群とプラセボ群 



アミオダロン群とⅠc群 

アミオダロンの静注は 
心房細動の洞調律復帰 
の効果が出るまでに 
時間がかかるものの、 
効果も他の抗不整脈と 
同じようにある 



心房細動（rhythm control) 
ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with 
Atrial Fibrillation 
Circulation 2006, 114:e257-e354 

• 薬剤による除細動 

発症後7日以内 

発症後7日以上 



心房細動（rhythm control) 
ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with 
Atrial Fibrillation 
Circulation 2006, 114:e257-e354 

• 電気的除細動の 

成功率をあげる薬剤 

 



心房細動（rhythm control) 
Oral amiodarone for prevention of atrial fibrillation after open heart surgery, the Atrial 
Fibrillation Suppression Trial (AFIST): a randomised placebo-controlled trial 

Lancet.2001 Mar 17;357(9259):830-836 

• 対象患者  

年齢60歳以上で開心術施行予定の患者 

• 試験デザイン 

無作為化二重盲検プラセボ比較試験 Intention-to-treat解析  

経口アミオダロン群(120例)、プラセボ群(100例) 
術前5日以上の患者：術前(200mg×3/日×5)手術日および術後(400mg×2/日×4) 

術前5日未満の患者:術前(400mg×3/日×1)手術日(600mg×2/日)術後(400mg×2/日×4) 

• 評価項目  

追跡期間は術後30日とした  

1次エンドポイント：ＡＦの出現  

その他の評価項目：脳血管性障害、その他の有害事象 

 

 

 

 



AFIST 

 

経口のアミオダロンの予防投与は開心術後 
のＡＦの総発生率および他のすべての 
細動関連指標を有意に改善する 



心臓手術後の心房細動の予防 
Intravenous amiodarone for the prevention of atrial fibrillation after open heart surgery: the 
Amiodarone Reduction in Coronary Heart (ARCH) trial. 

J Am Coll Cardiol 1999;34:343–7 

• 対象患者 

開心術施行予定の患者 

• 試験デザイン 

無作為化二重盲検試験 

静注用アミオダロン群(158例）、プラセボ群(142例) 

開心術後の患者に、ＩＣＵ入室後3時間以内に、2日間静注用アミオダロ
ン1g/日間持続(loadingなし)で投与する群とプラセボ群の比較 

• 評価項目 

心房細動の発生と入院期間の長さ  

 



ARCH 

静注用アミオダロンは心臓手術後の心房細動 
の発生率を減少させる 

Atrial fibrillation developed in 67 of 142 
patients assignedto placebo (47% incidence) 
and in 56 of 158 (35%) patients assigned to 
amiodarone (p=0.01), representing a 26% 
relative risk reduction. 



心臓手術後の心房細動の予防 
ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management 
of Patients with Atrial Fibrillation 
Circulation 2006, 114:e257-e354 

• Postoperative AF RECOMMENDATIONS  

• Class IIa Preoperative administration of amiodarone 
reduces the incidence of AF in patients undergoing 
cardiac surgery and represents appropriate 
prophylactic therapy for patients at high risk for 
postoperative AF. (Level of Evidence: A) 



ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of 
Patients With Atrial Fibrillation – Executive Summary 

Circulation 2006, 114:e257-e354 



相互作用 
Prescribing amiodarone: an evidence-based review of clinical indications. 

JAMA. 2007;298(11):1312-1322 

チトクロームP450活性を抑制する 
 
ジギタリスの維持投与量は半分に 
減量して、血中濃度のモニタリング 
 
ワルファリンの投与量を25～33%に 
減量して、PT-INRのモニタリング 



アミオダロンの合併症 

 

アミオダロン（アンカロン®） 
肺毒性、甲状腺機能異常といった副作用が強いが薬効は他の抗不整脈薬を卓越している。 
非専門医が用いるのは危険である。 

ウィキペディアは医学的助言を提供しません 
ウィキペディアには医療に関する記事が数多く含まれて 
いますが、いかなる記事もその正確性はまったく保証 
されていません 



• 本当に危険？ 



• Intensivist 2009;1:715 

平岡先生の記述 

「米国での内科研修中に最も頻繁に使用した静
注用の抗不整脈薬はアミオダロンであった。 

緊急時は研修医レベルの判断で投与されるこ
ともしばしばあった。」 

 



Overall        74.5% 

TdP        0.00% 

QT延長        10.6% 

血圧低下        14.9% 

低血圧        2.10% 

徐脈        6.40% 

低心拍出        2.10% 

間質性肺炎 0.00% 

肺繊維症        0.00% 

甲状腺機能低下 2.10% 

肝機能異常 2.10% 

アンカロン注 

PhⅡ 安全性(47) 

アンカロン錠 

再審査結果(1248) 

Overall       44.6% 

TdP       0.32% 

QT延長       1.20% 

血圧低下       0.55% 

徐脈       2.49% 

間質性肺炎     1.84% 

肺繊維症       1.12% 

甲状腺機能亢進  0.64% 

甲状腺機能低下  7.69% 

肝炎       0.22% 

角膜色素沈着    8.49% 

アミオダロンの合併症  

日本 



アミオダロンの合併症 

米国 



経口と静注用の比較 
The role of intravenous amiodarone in the management of cardiac arrhythmias. 

Ann Intern Med. 1997;127:294-303. 

 
経口用の生物学的利用率は30% 
経口投与の効果が出始めるのに2～3日から 
長くて2～3週間かかる 
静注用の生物学的利用率はほぼ100%のため、 
作用発現が早い 

静注用はQTc間隔の延長はあっても軽度 
 
静注用は洞調律時の心拍数には 
あまり影響しない 

ＩＣＵで使用しやすいのは 
静注用！ 
 



• 静注薬は経口薬と比較して基本的には重篤な副
作用は少ない 

• 最も多いのが低血圧 

• 投与速度を遅くすることで改善することが多い 

• 原因の一部は溶媒のベンジルアルコールとソルベ
ート80によるといわれている 



Hemodynamic and surface electrocardiographic effects of a new aqueous formulation of 

intravenous amiodarone. 

Am J Cardiol. 2002 Nov 1;90(9):964-8. 

• 心カテを受けた患者32人にAmio-aqueous150mgを2回ボーラスで投与 

 

Amio-aqueous（水溶性 

アミオダロン）では 

低血圧が起こらなかった 

米国では、バクスター社が、 

商品名はNexteroneとして発売 

日本では発売されていない 



アミオダロンとニフェカラントの比較 
JRC（日本蘇生協議会）ガイドライン2010  

心停止アルゴリズム 二次救命処置（ALS） 

抗不整脈薬 

治療抵抗性のVF/無脈性VTには抗不整脈薬の投与を
考慮してもよい。抗不整脈薬の投与が、ROSC率、生
存率などを改善させるというエビデンスは十分でない
が、わが国ではアミオダロン、ニフェカラント、リドカイ
ンが使用されることが多い。アミオダロン（300mg静脈
内投与）もしくはニフェカラント（0.3mg/kg静脈内投与）
は電気ショックで停止しない難治性のVF/無脈性VT、
あるいはVF/無脈性VTが再発する症例に考慮しても
よい。リドカイン（1～1.5mg/kg静脈内投与）はアミオダ
ロンやニフェカラントが使用できない場合には効果は
劣るが使用してもよい。 



アミオダロンとニフェカラントの比較 
弘前大学医学部附属病院 

薬剤投与後に対象不整脈が消失した症例は，アミオダロン投与群で１４/１９例（７４％），ニフェ
カラント投与群で１７/２３例（７４％） 

難治性心室頻拍および心室細動に対するアミオダロンとニフェカラントの再発予防効果は同等
であった． 

東海大学医学部附属病院(J Cardiovasc PharmacolTM 2010;55:391–398) 

The final defibrillation success (and hospital survival rate) was 67% (10/15) in the AMD and 
47% (7/15) in the NIF group. 

AMD may be borderline superior over NIF to facilitate defibrillation in out-of-hospital 
patients with cardiopulmonary arrest. 

東邦大学医学部附属病院 

除細動に成功したのはアミオダロン投与6例(54.5%),ニフェカラント投与5例(50.0%) 

川崎幸病院 

有効率はニフェカラント群で49%(14例),アミオダロン群で73%(8例)であった. 

致死的心室性不整脈に対して特にアミオダロン群は高い有効率が得られた 



アミオダロン ニフェカラント リドカイン 

適応症 

生命に危険のある下
記の不整脈で難治性
かつ緊急を要する場合 

心室細動、血行動態
不安定な心室頻拍 

生命に危険のある下
記の不整脈で他の抗
不整脈薬が無効か，
又は使用できない場
合 

心室頻拍、心室細動 

薬理学的作用 マルチチャネル Ikr Na 

エビデンス 多い 国内のみ ？ 

ガイドライン 
ACLS/STEMI 

心肺蘇生GL 

国内のみ 

（2nd  チョイス） 
否定的 

代謝経路 肝 肝・腎 肝 

副作用 
血圧低下 

   徐脈 
Tdp 特に無し 

静注薬 



薬価の比較 

 



投与方法 

 



• 米国での用法 

投与濃度1～6mg/mlの濃度 

2mg/ml超の濃度で投与する場合は中心静脈カ
テーテルを用いること 

 

ICU患者ではvolumeを入れにくい患者が多い 



プロトコール（案） 
• 基本的に中心静脈より投与 

• 厳密なモニタリング下で 

• （初期急速投与）10分以上かけて 

 アミオダロン150mg＋5%ブドウ糖100ml 

• その後、アミオダロン300mg＋5%ブドウ糖44ml 

    (アミオダロン6mg/ml) 

 （負荷投与）最初の6時間8ml/hr 

   （維持投与）6時間後から4ml/hr 

• (追加投与)10分以上かけて 

 アミオダロン150mg＋5%ブドウ糖100ml 

 

 

 

 



経口から静脈内投与への切り換え 
Practical guidelines for clinicians who treat patients with amiodarone. 

Arch Intern Med. 2000 Jun 26;160(12):1741-8. 

 

 

経口アミオダロンの維持投与中の患者が 

服薬できなかった場合 

２～３日であれば影響は少ない 

５～７日となると心電図モニターが必要 

それ以上の場合は、アミオダロンの静脈内投与を 

代わりに始めるべき 

Loadingは必要なく、維持量で開始する 

（もともとの経口維持投与量の30～70%) 



静脈内投与から経口への切り換え 
Practical guidelines for clinicians who treat patients with amiodarone. 

Arch Intern Med. 2000 Jun 26;160(12):1741-8. 

 

2～3週間以上静脈内投与を行った場合は、 

維持量300～400mg/日で開始する 

1週間以下の静脈内投与なら800～1200mg/日 

で開始する 

1～2週間の静脈投与なら400～800mg/日で 

開始する 



まとめ 
• 電気的除細動抵抗性の無脈性心室頻拍、心室細動の停
止効果が期待できる 

• 心室頻拍の停止効果が期待できる 

• 心室頻拍、心室細動の再発予防の効果が期待できる 

• 心房細動に対し、除細動、心拍数コントロール、除細動後
の洞調律維持効果が期待できる 

• 電気的除細動の成功率を上げる 

• 腎機能異常、肝機能異常の患者でも、量の調節が不要 

• 静注薬は経口薬と比較して重篤な副作用は少ない 

• 低血圧の合併症を防ぐため、水溶性アミオダロンの日本
での販売が期待される 

 

 


