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プレガバリンは腎機能を考慮した推奨用量でも
腎機能低下患者の有害事象発生率が高い
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〈要旨〉
プレガバリン（リリカ®）は尿中排泄率約 90％と腎排泄性薬物であり腎機能に応じた用量調節を行い安全に使用す
ることが臨床現場での課題となっている．光晴会病院では，添付文書での推奨投与量以下の用量での有害事象発生
状況について調査を行った．調査期間は 2010年 6月～2013年 11月で 120名のうち，14名でめまい・嗜眠などの中
枢神経系有害事象が発生した．多くは投与開始後 6日以内にみられ，有害事象発生群の体重は非発生群に比し，有
意に低かった（p＝0.005）．腎機能低下が進行するほど有害事象発生率は高くなる傾向にあり，非腎機能低下患者
（n＝73）の発生率 4％に対し，腎機能低下患者（n＝47）の発生率は 23％と有意に有害事象発生率が高かった（p＝
0.003）．プレガバリンについて，薬剤師が患者の腎機能を正確に把握し，投与前の投与量の適正化を行うだけでな
く，体格を考慮した投与設計の実施が必要と考えられた．
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〈Abstract〉
Pregabalin（LyricaTM）is a neuropathic pain relief drug eliminated primarily via renal excretion with an urinary 
excretion rate of 90％. Safe clinical practice is to adjust its dose according to patient renal function. In this study, 
we investigated the occurrence of adverse events in 120 patients at Kouseikai Hospital who were prescribed pre-
gabalin below the manufacturer’s recommended dose between June 2010 and November 2013. The results indi-
cated that 14 patients experienced adverse events affecting the central nervous system, such as dizziness and 
lethargy. Many of the adverse events appeared within 6 days after the start of drug administration. The weight of 
patients who experienced adverse events was significantly lower than that of those who did not（p＝0.005）. 
Patients with impaired renal function had a significantly higher incidence of adverse events（4％ in 73 non‒
impaired renal function patients vs. 23％ in 47 impaired renal function patients；p＝0.003）. Because of this asso-
ciation between impaired renal function and the incidence of adverse events of pregabalin, it is important for 
pharmacists not only to understand the renal function of individual patients accurately and to optimize their pre-
gabalin dose accordingly prior to administration, but also to develop an individualized drug administration plan 
that takes patient weight into account.
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緒　　言

　プレガバリン（リリカ®）は抗てんかん薬のガバペ
ンチン（ガバペン®）と類似したγ‒アミノ酪酸（GABA）
の誘導体である．中枢神経系でカルシウム流入を抑制
し，グルタミン酸などの興奮性神経伝達物質の遊離を
抑制することにより，過剰に興奮した神経を鎮め，疼
痛を緩和する作用機序と考えられている 1）．2010 年 6
月に「帯状疱疹後神経痛」の適応症でプレガバリンが
上市されて以来，徐々に適応が追加承認され，2013 年
2 月より「末梢神経障害性疼痛」と併せて「神経障害
性疼痛」の患者へ幅広く臨床で使用されるようになっ
た．
　腎機能の低下した患者や透析患者などでは，糖尿病
性腎症を合併している場合が多く，糖尿病性末梢神経
障害性疼痛の治療目的で使用される頻度は高い．同様
に末期腎不全患者で帯状疱疹を合併することが多く，
帯状疱疹後疼痛にプレガバリンが汎用されている．プ
レガバリンの尿中排泄率は 84～98％と高く2），プレガ
バリンの透析患者での推奨投与量は添付文書に初期量
25 mg，維持量 25 mg または 50 mg（最高 75 mg，1 日
1 回），および透析後の補充療法が設定されている．北
本ら3）は腎機能に応じた初期用量の処方がなされてい
ない症例でプレガバリンの有害事象が多くみられる傾
向にあると報告している．しかし腎機能が低下した患
者に対し，添付文書で推奨された用法用量を遵守して
いても有害事象が発生する事例が学会報告され4,5），有
害事象のコントロールを行いながら安全に使用するこ
とが臨床現場での課題と考えられる．しかし現在まで
に腎機能正常者と比較して腎機能低下患者で，プレガ
バリン有害事象発生率が増加するかについての報告は
論文としては皆無である．
　光晴会病院（以下当院）薬剤師はプレガバリンをハ
イリスク薬剤と位置づけ，医師による処方箋が発行さ
れた際，腎機能と用量をチェックし，処方鑑査および
有害事象モニタリングを行っている．今回，添付文書
での推奨用量を使用した患者を対象に当院での有害事
象発生状況について後ろ向き調査を行ったので報告す
る．

Ⅰ．対象と方法

　対象は2010年 6月～2013年 11月の期間にプレガバ
リンが投与された 134 名である．血清クレアチニン値
が測定されていない 6名，他剤に処方変更となった 1

名，無効にて中止になった 4名，添付文書での腎機能
による推奨用量を超えて投与された3名を除外し，120
名を解析対象とした．
　診療録より年齢，性別，疾患名，腎機能，投与量，
投与期間，有害事象の有無および内容を後ろ向きに抽
出し，プレガバリンの glomerular filtration rate（糸球
体濾過量，以下GFR）区分の chronic kidney disease
（慢性腎臓病，以下CKD）ステージ別に，投与量・投
与期間・有害事象発現状況を調査した．投与量につい
ては，プレガバリンは初期用量より効果・忍容性をみ
ながら効果が不十分な場合に維持用量まで増量するた
め，維持投与量を調査した．有害事象は有害事象共通
用語基準v4.0日本語訳Japan Clinical Oncology Group
（JCOG）版 4.0（CTCAEv4.0）を参考に診療録上に有
害事象と考えられる症状の記載があるものを「有害事
象あり」と判定した．
　患者背景を表 1に示す．120名の内訳は男性 63名，
女性 57 名，平均年齢は 69±14 歳（27～93 歳），平均
投与期間は 105±174 日（3～1,334 日）であった．原疾
患は帯状疱疹後神経痛が14名，有痛性糖尿病性神経障
害が 14 名，その他の末梢神経障害性疼痛が 92 名で
あった．
　解析対象患者 120 名の CKDステージ（GFR区分）
を表 2に示す．G1区分（eGFR≧90 mL/min/1.73 m2）
19 名，G2 区分（60≦eGFR＜90 mL/min/1.73 m2）54
名で eGFRが 60 mL/min/1.73 m2以上の比較的腎機能
の保たれた患者を非腎機能低下患者と定義し，73 名で
あった．またG3a 区分（45≦eGFR＜60 mL/min/1.73 
m2）28 名，G3b 区分（30≦eGFR＜45 mL/min/1.73 
m2）3 名，G4 区分（15≦eGFR＜30 mL/min/1.73 m2）
4 名，G5 区分（eGFR＜15 mL/min/1.73 m2）12 名（う
ち透析患者は 9名）で腎機能低下患者（G3‒G5 区分）
に分類される患者は計47名であった．非腎機能低下患
者（G1‒G2 区分）と腎機能低下患者（G3‒G5 区分）の
有害事象発現率を比較し，それぞれの CKDステージ
（GFR区分）での有害事象発生件数を各ステージ症例
数での有害事象発生率（％）を求めて比較した．さら
に有害事象発生群と非発生群に分けて年齢，性差，体
重，腎機能，糖尿病の有無について比較した．
　統計学的解析は Stat View 5.0（SAS Institute Inc.）
を使用した．有害事象発生率，男女差，糖尿病の有無
の比較にはχ2検定を用い，その他の数値の平均値の差
の検定には対応のない t 検定を用い，p値が 0.05 未満
を統計学的に有意と判定した．また CKD ステージ
（GFR区分）6群間の有害事象発生率についてはχ2検
定を用い，p＜0.0083を統計学的に有意と判定した．検
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査データ，投与量などの数値は平均値±標準偏差
（mean±SD）で示した．本研究は光晴会病院倫理委員
会承認（承認番号 2013‒8）のもとに行われ，個人情報
管理や倫理性は日本医学会や厚生労働省・文部科学省
の指針に則りこれらを遵守した．一部，文部科学省お
よび厚生労働省の定める「疫学的研究に関する倫理指
針（平成 20 年 12 月改訂）」も参考とした．また，個人
情報漏洩には細心の注意を払い，解析は施設内でのみ
実行した．

Ⅱ．結　　果

　CKDステージ別の投与量（維持量），投与日数を表
2に示す．G1‒G3a 区分までは維持投与量の平均値は
100 mg を超えて投与されていたが，腎機能の低下が
顕著となるG4区分，G5 区分は各々 56±21 mg（25～
75 mg），40±12 mg（25～50 mg）と投与量は腎機能
に応じて適正に減量されていた．
　院内で診療録から調査した有害事象について，CKD
ステージ別有害事象件数を図 1に示す．有害事象を発
生したCKDステージはG5区分が 6件と最も多く，う
ち5件は血液透析患者であった．G5群の有害事象発生

率は G1 群，G2 群に比し有意に高かった（各々 p＝
0.001；χ2検定）．その他すべての群間の有害事象発生
率についても検定を実施したが，有意差はみられな
かった．腎機能が低下するほど有害事象発生率が高く
なる傾向が認められた．全区分での有害事象発生症例
14名中，G5区分が6名で，全有害事象発生件数の43％
を占めていた．G5 区分でプレガバリンが投与された
患者は全12名で，そのうち透析患者は9名であった．
そのうち有害事象のみられた 6名は（50％）は血液透
析患者 5名，非透析患者 1名であり，透析患者 9名の
うち 5名，56％で有害事象が認められた．
　G1‒G2 区分（非腎機能低下患者）とG3‒G5 区分（腎
機能低下患者）の有害事象発生率の比較を図 2に示す．
非腎機能低下患者の有害事象発生率は 73 名中 3 名で
4％，腎機能低下患者の発生率は47名中11名23％で，
両者を比較すると，腎機能低下患者の有害事象発生率
が有意に高かった（p＝0.003；χ2分析）．
　有害事象がみられた 14 名の CKDステージ，性別，
年齢，維持投与量，有害事象発生までの日数，有害事
象詳細，転帰を表 3に示す．ほとんどの有害事象は浮
動性めまい，嗜眠など軽微なもので，プレガバリン投
与中止や減量により改善した．重篤な症例は投与 4日

表 1　患者背景（n＝120）
背景因子 症例数

性別 男性 63
女性 57

年齢（歳） 69±14
投与日数（日） 105±174
維持投与量（mg） 101±63
血清クレアチニン値（mg/dL） 1.6±2.5
eGFR（mL/min/1.73 m2） 64.7±27.5

疾患 帯状疱疹後神経痛 14
有痛性糖尿病性神経障害 14
その他の末梢神経障害性疼痛 92

外傷後疼痛 16
腫瘍による神経圧迫または浸潤による神経障害 28
化学療法による神経障害  6
線維筋痛症  2
その他 40

表 2　CKDステージ別患者のプレガバリン投与量・投与日数
CKDステージ

｛eGFR：（mL/min/1.73 m2）｝
血清 Cr 濃度
（mg/dL）

eGFR
（mL/min/1.73 m2）

症例数
（人）

投与量
（mg/日）

投与日数
（日）

GFR区分 G1 ≧90 0.6±0.1 99.3±8.7 19 116±62（25～300） 166±194（3～781）
GFR区分 G2 60～89 0.7±0.1 75.9±9.0 54 110±71（25～300） 109±192（7～1,334）
GFR区分 G3a 45～59 0.9±0.1 54.1±5.1 28 109±44（25～150）  68±117（7～620）
GFR区分 G3b 30～44 1.1±0.1 38.0±3.8  3  92±42（50～150） 152±155（42～371）
GFR区分 G4 15～29 2.3±0.3 21.3±3.6  4  56±21（25～75）   9±4 　（5～15）
GFR区分 G5 ＜15 8.4±3.4  5.8±2.5 12  40±12（25～50）  99±159（3～550）
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後に意識消失し入院となった表 3のNo.　1 の症例であ
るが，プレガバリンの中止により改善した．有害事象
発生までの期間は投与 1日～6日までに発生した症例
がほとんどであった．有害事象により中止となったの
は 7名で，用量を減量または投与間隔を延長し，有害
事象モニタリングを行って投与を続行したのは 6名で
あった．
　腎機能は有害事象発生群のほうが非発生群に比し有
意に良好で，維持投与量は有害事象発生群で有意に低
く，平均体重は有害事象発生群 47.8±10.7 kg であり，
非発生群 58.1±12.7 kg に比し，有害事象発生群で有意
に低いことが明らかになった（p＝0.005）（表 4）．

Ⅲ．考　　察

　神経障害性疼痛は，NSAIDs が効果を示す炎症性疼
痛と異なり，薬物療法が困難で難治性である．原因と
なる疾患が治癒した後も慢性化しやすく，コントロー
ルに難渋するため，患者の QOL を損ねることが多

い6）．プレガバリンは神経障害性疼痛に効果が高く臨
床現場で汎用される一方，副作用の発生率が高く，浮
動性めまい（23.6％），傾眠（22.3％）などが主な副作
用として報告されている2）．
　プレガバリンの臨床薬物動態特性として，油水分配
係数（1‒オクタノール/緩衝液，pH7.4）は 0.0427 と親
水性で2），経口バイオアベイラビリティが 90％以上と
高く，速やかに吸収され，血漿タンパク質に全く結合
せず，線形の薬物動態を示す．また体内でほとんど代
謝されず 84～98％が未変化体のまま尿中に排泄され
る2,7）．そのため全身クリアランスは腎クリアランスと
ほぼ同じである8,9）．肝臓での代謝を受けないため薬物
動態上の相互作用のリスクが低いといわれている．一
般成人では 1日初期用量 150 mg から開始し，適宜増
量することとされている．腎排泄型薬剤であり，腎機
能の低下した患者で用量の調節が推奨されている2）．
　実際の臨床では一般健常者でも 150 mg 未満の少量
投与にもかかわらず鎮痛効果が得られる症例がある一
方で，透析患者で少量投与にかかわらず有害事象のた
め継続困難な症例も報告されている10）．また，健常者
に比し腎機能低下患者での有害事象発生が多くなると
の報告は学会発表4,5）ではみられるものの，腎機能低下
による有害事象発生率の増加に関する論文はこれまで
に報告されていない．
　今回，われわれは 120 名のプレガバリンを投与され
た患者で腎機能 CKDステージ別に有害事象発現の頻
度を後ろ向きに検討した．その結果，腎機能が低下す
るほど有害事象発生件数・発生率とも上昇する傾向が
みられた．G1‒G2 の非腎機能低下患者では 4％，G3a‒
G5 の区分の腎機能低下患者では 23％と有意に腎機能
低下による有害事象発生率の増加がみられた．また

図 1　CKDステージ別有害事象件数
p＜0.0083 を有意とする（χ2検定）
表記以外の群間比較では有意差なし

図 2　  非腎機能低下群と腎機能低下群の有害事象発生率
の比較
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G1 群では 0％，G2 群では 6％，G3 群では 13％，G4 群
では 25％，G5 群では 50％と腎機能が低下するととも
に有害事象発症率が上昇することが明らかになった
（図 1）．
　男女ともに年齢が高くなるほど腎機能低下患者頻度
は高くなるといわれており，高齢者はベンゾジアゼピ
ン系の睡眠導入薬や抗不安薬の多剤併用も多い．これ
らの既知の転倒リスクに加え，高齢者の多い腎障害患
者がプレガバリンを投与されると，浮動性めまいと
いった有害事象による転倒リスクがさらに高くなると
考えられた．
　樋口ら11）は透析患者での末梢性神経障害性疼痛に対
し，プレガバリンの安全性を検討している．内服開始
後2週間以内の25 mg内服患者の50％が中止となり，
その後，服用期間の経過とともに中止例が増加したと
報告している11）．またステージ G5 の患者では消失半
減期が 49 時間に延長するため2），定常状態に達するの
に約10日間を要すると考えられ，表 3に示すステージ
G5の患者のうち，No.　14が不明であった以外は血中濃

度が上昇途上での 6日以内に有害事象が発現している
と考えられた．用量依存的に有害事象が発現し，投与
初期に有害事象が発現しやすいことはほかの報告12,13）

と同様である．
　透析患者において 25 mg を 1 回投与し，両下肢の脱
力，運動障害を起こし中止となった症例では腎機能に
応じた添付文書での推奨用量を遵守し，初期用量を 25 
mg から開始しても有害事象が起こることが報告され
ている10）．
　プレガバリンの有害事象が腎機能に応じた減量をし
たにもかかわらず，腎機能低下症例で発現率が高かっ
た原因として米国の LYRICA®の腎機能別用量設定が
わが国のリリカ®の添付文書の神経障害性疼痛の腎機
能別用量設定と全く同じであることが考えられた．こ
れはOgawa ら12）も同様の指摘をしているが，常用量
も米国とわが国では同じであるため，非腎機能低下患
者で有害事象発現率が低いことを説明できない．ま
た，非腎クリアランスの低下によって腎機能の低下に
伴い総クリアランスが低下する薬物があることが報告
されているが14），非腎クリアランスが 10％足らずのプ
レガバリンでは非腎クリアランスの低下は総クリアラ
ンスにほとんど影響しないため，腎機能が低下するほ
どプレガバリンの有害事象発生率が高くなる理由は不
明である．
　今回のわれわれの検討では有害事象発生群は非発生
群に比し，有意に腎機能が低下しているだけでなく，
体重も有意に低いことが示されたため（表 4），小柄な
腎機能低下症例にプレガバリンを投与する場合にはよ
り低用量で開始し，厳密なモニタリングをする必要が

表 3　有害事象の詳細

No.
CKDステージ
eGFR

（mL/min/1.73 m2）
性別

（年齢）
体重
（kg）

維持投与量
（1日量）

有害事象
発生まで
の期間

投与
期間 有害事象詳細 転帰

1 G2（72.3） F（76） 35.0 150 mg  4 日   7 日 意識消失 中止
2 G2（64.3） M（72） 56.0 100 mg  4 日  71 日 嗜眠 150 mg→75 mg→100 mg と調節
3 G2（70.7） M（81） 63.9  50 mg  4 日  27 日 浮動性めまい 中止
4 G3a（51.1） F（87） 44.3 125 mg  1 日  52 日 嗜眠 150 mg→75 mg→125 mg と調節
5 G3a（49.2） F（81） 39.4  75 mg  6 日  14 日 浮動性めまい，転倒 中止
6 G3a（49.1） M（74） 64.7  75 mg  4 日  45 日 嗜眠 75 mg→25 mg へ減量
7 G3a（53.0） F（87） 38.1  75 mg 12 日 102 日 嗜眠 75 mg→25 mg へ減量
8 G4（16.9） F（88） 53.6  50 mg  6 日   7 日 嗜眠 中止
9 G5（HD） M（61） 60.8  50 mg  2 日   3 日 浮動性めまい 中止
10 G5（HD） F（68） 34.0  25 mg  2 日   4 日 浮動性めまい 中止
11 G5（HD） F（86） 37.5  50 mg  2 日   3 日 浮動性めまい，転倒 中止
12 G5（HD） F（80） 44.7  25 mg  6 日  68 日 嗜眠，転倒 25 mg/連日→25 mgを週3回透析

後へ投与間隔延長
13 G5（HD） F（76） 46.3  25 mg  2 日   3 日 構語障害 中止
14 G5（non‒HD） M（68） 51.6  50 mg 不明  57 日 浮動性めまい，転倒 75 mg/日で他院より持参入院

→50 mg/日へ減量

表 4　プレガバリンの有害事象発生群と非発生群の比較
発生群
（n＝14）

非発生群
（n＝106）

P値

年齢 77.0±9.1 68.1±14.0 0.004
男/女比 5/9 58/48 0.181
BW（kg） 47.8±10.7 58.1±12.7 0.005
維持用量（mg） 64.3±37.6 106.1±64.0 0.002
S‒Cr（mg/dL） 4.3±4.6 1.2±1.9 0.027
eGFR（mL/min/1.73 m2） 32.6±28.0 69.0±24.6 0.001
DM/non‒DM 5/9 38/68 0.992
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あると考えられた．
　当院の薬剤師の薬物療法への介入では，プレガバリ
ンの初期用量は，院外処方を除く全例について，当院
薬剤師が処方箋受付時に個別の患者腎機能に応じて投
与量補正を行い，添付文書に記載された腎機能に応じ
た投与量を逸脱した症例には全例，疑義照会後，適正
用量に訂正された．投薬中には入院患者や外来患者へ
服薬指導時に有害事象モニタリングを実施し，医師へ
適切な維持量について減量や中止について提言するな
ど，薬学的介入を行った．
　プレガバリンの使用成績調査（中間解析結果報告）15）

でも，副作用発現率は腎機能障害を有する患者で
22.8％，腎機能障害がない患者で 17.1％と報告されて
おり，腎機能障害患者で増加傾向がみられる．また処
方医である整形外科医と処方を応需した薬剤師が透析
患者であることを確認しなかったため，1日150 mgが
投与され，神経症状を呈した症例も報告されている16）．
　薬剤師はプレガバリンが処方された患者について，
第一に腎機能をチェックし，腎機能に応じて低用量か
ら開始すること，忍容性が確認され効果が不十分な場
合に増量する用法が遵守されているかを十分確認すべ
きであり，体格も考慮した投与設計の必要性を感じ
た．特に腎機能の低下した患者では，有害事象を早期
発見するためには起こりうる中枢神経系の有害事象と
初期症状・対処法について詳細に説明を行うことが不
可欠と考えられた．
　日本病院薬剤師会の平成23年度学術委員会学術第1
小委員会で作成された「CKD患者の薬物療法適正化の
ための薬剤業務手順書」において，処方箋への推算糸
球体濾過量の記載を進めること，お薬手帳へ腎機能を
表示することなどが推奨されている17）．
　熊本県，滋賀県，長崎県では腎機能低下患者に
「CKDシール」を貼付する取り組みが実施されている．
徐々に医師・薬剤師間での腎機能の情報共有は進んで
きているものの，今後一層患者腎機能を把握するしく
みを徹底することが必要と考えられる．

結　　語

　今回の調査から，プレガバリンは腎機能低下に従っ
て有害事象発生が多くなり，添付文書で推奨された用
法・用量から開始しても非腎機能低下患者に比し腎機
能低下患者で有意に有害事象発生の可能性が高くなる
ことが明らかになった．有害事象発生群は非発生群に
比し，有意に体重が低く，血中プレガバリン濃度が定
常状態に達する前に有害事象発症例が多いことから特

に低体重患者では低用量から開始すべきであると考え
られた．処方箋を応需した薬剤師は患者の腎機能を正
確に把握し，腎機能に応じた投与量の適正化を行うだ
けでなく，体格を考慮した投与設計の実施が必要と考
えられた．
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